
大学の研究室・事務室でお使いのパソコン、
Windows7ではございませんか？

Windows7無償サポート終了まで

もう2カ月しかありません!!

ご使用目的や利用状況に応じた性能の選定

データや設定、ソフトウェア等の移行作業

古いPCの廃棄や廃棄時のデータ消去作業

アップグレード後のメンテナンスや不具合対応

Windows7の
無償サポート終了は

2020年
1月14日
となっています。

PCの入れ替え、OSアップグレードは思いのほか大変！

研究室や事務所のWindows７のパソコン、お早目にWindows10へ移行を !

お気軽にアプライドにご相談ください

Window7は2020年1月にサポートが終了
します。「まだ2ヵ月近くある」等、油断は禁物です！サポート終了間近

の11月、12月は買い替え需要による品薄が懸念されるほかデータや

環境移行に伴う不具合が発生しすぐにいままで同じようにご利用で

きない場合があります。そのような事を踏まえてできるだけお
早目の入れ替え、OSアップグレードがお勧め
です。

お早目にWindows10へ移行を!

セキュリティリスク増大 品薄・価格高騰 環境移行が大変！

そのまま
使い続けるの

は危険!危険!

2019 年 11 月 Vol .12019 年 11 月 Vol .1
L  BO

アプライドの学校・法人様向け PC・IT機器／事務家電情報カタログ

研究室のお役立ち「アット・ラボ」
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※パソコンの対応や使用環境など事前環境のお打ち合わせが必要となります。ぜひ、営業担当にお問い合わせください。※Windows10にアップグレードした場合、一部機能や
ソフトウェアが動作しない場合がございます。※大学、研究機関によってはOS代金は別途必要となることがございます。無償サポート期間終了後は有料サポートなります。

面倒な入れ替え作業はすべてアプライドにお任せください！
3台以上の台数の場合は別途お見積り致します! どうぞご相談ください !

パソコンのWindows7からWindows10への移行

低予算＆手間をかけずに行うことができます!

Windows10アップグレード  
SSD換装入れ替えパック

OSのみをWindows10に
アップグレード !

データやソフト、設定は
そのまま移行します !

最新SSD換装でパソコンが
高速化 !

パソコン買い替えの必要がない
のでコストを大幅に抑える事が
出来ます !

今お使いの環境そのままでご利
用頂けますので手間がかかりま
せん !

HDD を SSD に換装 ! パソコ
ン買い替えを行わなくても、動
作は非常に快適に !

SSD 480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード

Windows10アップグレード＋SSD換装入れ替えパック  SSD480GB込 PC1台

39,80039,800円税込円税込PC
1台

PC
1台

PC
1台

SSD 1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード

Windows10アップグレード＋SSD換装入れ替えパック SSD１TB込 PC1台

59,80059,800円税込円税込

SSD 2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード

Windows10アップグレード＋SSD換装入れ替えパック SSD 2TB込 PC1台

79,80079,800円税込円税込

Windows10アップグレードにプラスしてご利用中のパソコンが快適になる
SSD換装をプラス。データ＆環境移行も行いますので安心です。

環境
丸ごと
移行 データ

設定等

HDD

SSD
へ変換
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ネットワーク

アップグレード

SSD換装作業

データ移行

パソコン高速化

各種設定

データバックアップ

電話＆リモート

トラブル解決

複数年＆複数台契約でお得に！長く契約すればするほど、大幅値引き！

学校・官公庁様向けテクニカルサポートパッケージ

延長保証/各種設定/データ移行

ネットワーク設定、周辺機器の設定、各種アップ
デートからパソコンのトラブル診断まで！
パソコンに関するお困りごとに対応いたします！

安心のパソコン延長保証に、設置＆各種設定サポート、
さらに、データ移行までセットにした、パソコン購入時
のトータルサポートサービスパック！

安心 ! 充実 ! のテクニカルサポート1年パック

更にプレミアムサポートパックにはWindow10にアップグレード後に
起こりうるトラブルにも万全の体制でのサポートがついています！

※パソコンの対応や使用環境など事前環境のお打ち合わせが必要となります。ぜひ、営業担当にお問い合わせください。
※Windows10にアップグレードした場合、一部機能やソフトウェアが動作しない場合がございます。※OS代金は別途必要となるときがございます。

Windows10アップグレード  
プレミアムプラン

OSのみをWindows10に
アップグレード !

データやソフト、設定は
そのまま移行します !

最新SSD換装でパソコンが
高速化 !

パソコン買い替えの必要がない
のでコストを大幅に抑える事が
出来ます !

今お使いの環境そのままでご利
用頂けますので手間がかかりま
せん !

HDDをSSDに換装 !パソコ
ン買い替えを行わなくても、動
作は非常に快適に !

SSD 480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード

Windows10アップグレード プレミアムプラン  SSD本体480GB込

SSD 1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード

Windows10アップグレード プレミアムプラン  SSD本体1TB込

SSD 2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード

Windows10アップグレード プレミアムプラン  SSD本体2TB込

59,80059,800円税込円税込
1 29,8001 29,800円税込円税込
199,800199,800円税込円税込
299,800299,800円税込円税込

PC
1台

PC 3 台

PC 5 台

PC 10 台

79,80079,800円税込円税込
1 59,8001 59,800円税込円税込
249,800249,800円税込円税込
399,800399,800円税込円税込

PC
1 台

PC 3 台

PC 5 台

PC 10 台

99,80099,800円税込円税込
189,400189,400円税込円税込
299,800299,800円税込円税込
499,800499,800円税込円税込PC

1 台

PC 3 台

PC 5 台

PC 10 台

簡単・安心

T-trip
サポート
セット
1年版

簡単・安心

T-trip
サポート
セット
1年版

簡単・安心

T-trip
サポート
セット
1年版

スタンダードプランにアップグレード後に起こりうるパソコンに関する
トラブルもサポートする1年間の保守パックをセット!人気プランです。

複数台ならこのプランが断然お得 !!



注文番号 1911010401

限定
特価 202,840円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：Intel Core i7-8700 (3.2GHz)
● メモリー：16GB
● ストレージ：500GB NVMe
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：QuadroP1000
● 映像出力端子：MiniDisplayPort×4
● 電源：300W電源（80PLUS BRONZE）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)102×(D)390×(H)338mm 

HPC ソフトウェア・予算別 Be-Cliaパソコン特集
●Photoshop/Illustrator●Photoshop/Illustrator

●SOLIDWORKS●SOLIDWORKS

ご予算 20万～

Be-Clia
Type-SCSW04

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

注文番号 1911010402

限定
特価 317,790円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：Intel Core i7-8700 (3.2GHz)
● メモリー：64GB
● ストレージ：1TB NVMe
● 光学ドライブ：BD/DVDスーパーマルチ
● グラフィック：QuadroP1000
● 映像出力端子：MiniDisplayPort×4
● 電源：300W電源（80PLUS BRONZE）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)102×(D)390×(H)338mm 

ご予算 30万～

Be-Clia
Type-SCSW04
カスタム

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

注文番号 1911010403

限定
特価 328,460円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：Intel Core i7-8700 (3.2GHz)
● メモリー：64GB
● ストレージ：500GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：QuadroRTX4000
● 映像出力端子：DisplayPort×3
● 電源：500W電源（80PLUS BRONZE）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)190×(D)417×(H)350mm 

ご予算 30万～

Be-Cliafor CAD
Type-MCSW03

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

注文番号 1911010404

限定
特価 525,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：Intel Core i7-8700 (3.2GHz)
● メモリー：64GB
● ストレージ：500GB NVMe/2TBHDD
● 光学ドライブ：BD/DVDスーパーマルチ
● グラフィック：QuadroRTX5000
● 映像出力端子：DisplayPort×3
● 電源：750W電源（80PLUS SILVER）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)190×(D)417×(H)350mm 

ご予算 50万～

Be-Cliafor CAD
Type-MCSW03
カスタム

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

サイドフロー
CPUクーラー
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注文番号 1911010501

限定
特価 580,690円税込

● OS：CentOS 7.xx 64bit
● プロセッサー：Intel Xeon W-2133 (3.6GHz)
● メモリー：64GB (最大512GB)
● ストレージ：480GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：QuadroP4000
● 映像出力端子：MiniDisplayPort ×4
● 電源：900W電源(80PLUS GOLD)
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)193×(D)525×(H)424mm 

HPC ソフトウェア・予算別 CERVO Grastaパソコン特集

●ANSYS

●Gaussian

ご予算 60万～

CERVO Grasta
Type-IS1WSW01 

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

注文番号 1911010502

ご予算 90万～

注文番号 1911010503

限定
特価 908,050円税込

● OS：Ubuntu 18.04 LTS 64bit
● プロセッサー：Intel Xeon Silver 4114 10C/20T (2.2GHz)×2基
● メモリー：128GB (最大4TB)
● ストレージ：960GB SSD×2
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：QuadroP400
● 映像出力端子：MiniDisplayPort×3
● 電源：1200W電源(80PLUS Platinum)
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)193×(D)525×(H)424mm 

ご予算 90万～

CERVO Grasta
Type-ES1SSW05 

注文番号 1911010504

限定
特価 1,562,110円税込

ご予算 150万～

CERVO Grasta
Type-ES1SSW05
カスタム

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS 64bit
● プロセッサー：Intel Xeon Gold 6130 16C/32T (2.1GHz)×2基
● メモリー：256GB (最大4TB)
● ストレージ：1.9TB SSD/960GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：QuadroP400
● 映像出力端子：MiniDisplayPort×3
● 電源：1200W電源(80PLUS Platinum)
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)193×(D)525×(H)424mm 

限定
特価 920,810円税込

● OS：CentOS 7.xx 64bit
● プロセッサー：Intel Xeon W-2133 (3.6GHz)
● メモリー：128GB (最大512GB)
● ストレージ：1TB NVMe
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：QuadroRTX5000
● 映像出力端子：DisplayPort ×3
● 電源：900W電源(80PLUS GOLD)
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外形寸法： 約(W)193×(D)525×(H)424mm 

CERVO Grasta
Type-IS1WSW01
カスタム 

安心の

3年間
保証付
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ReNom入門モデル

CERVODeepforLinuxType-IS1WRe1

～Deep Learning 試験導入におすすめ～ 

ReNom
ハイパフォーマンスモデル
～Deep Learning 本格運用にオススメ～

CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe3

『誰にでも簡単にデータ解析や AI 開発ができるようにすること』
『高度なアルゴリズムを自由に組み合わせて使えること』を目指した

AI 開発プラットフォーム

多種多様なライブラリ

お客様が使いやすいAI開発プラットフォーム

1

2

特徴

注文番号 1911010601

● OS：Ubuntu18.04LTS ｲﾝｽﾄｰﾙ代行
● CPU：Intel Xeon 4-Core W-2123 3.6GHz (最大3.9Ghz）
● メモリ：16GB(4GBx4) DDR4-2400（Reg-ECC）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：512GB SSD（高品質）＋4TB SSD（高耐久）
● グラフィック：NVIDIA Quadro P2000 5GB GDDR5
● 映像出力端子：DisplayPortx4
● 電源：900W 80PLUS GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)193×(D)525.3×(H)424mm

安心の

3年間
保証付

AI 開発プラットフォーム                           推奨モデル

限定
特価 632,060円税込

574,600(税抜574,600円)

注文番号 1911010602

● OS：Ubuntu18.04LTS ｲﾝｽﾄｰﾙ代行
● CPU：Xeon 18-Core W-2195 2.3GHz (最大4.3Ghz）
● メモリ：64GB（16GB×4） DDR4-2666 Registered ECC DIMM
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：512GB SSD（高品質）＋4TB HDD（高耐久）
● グラフィック：NVDIA Quadro P5000 16GB GDDR5
● 映像出力端子：DVI-Dx1 DisplayPortx4
● 電源：900W 80PLUS GOLD認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)193×(D)525.3×(H)424mm

安心の

3年間
保証付

限定
特価 2,211,000円税込

2,010,000(税抜2,010,000円)

深層学習や機械学習のアルゴリズムやTDA、深層強化学習など、AI開発に必要なアルゴリズムをライブラリとして備
え、高度なアルゴリズムを自由に組み合わせることで、自社ビジネスに適したデータ解析やAI開発が可能になります。

API の提供だけにとどまらず、様々なデータ処理ユーティリティやGUIアプリケーションが含まれたソフトウェア
開発キットを提供しています。複雑なデータの可視化やAIモデルの開発を、誰もが簡単に行えます。

AI開発に必要な基礎知識やユースケースを体系化3
ReNom.jpでは、AI に携わるエンジニアが実ビジネスで知識を得て活用していただけるよう、AI開発に必要な知
識やユースケースをチュートリアルとして公開しています。基本理論からデータ分析手法までソースコードを公開
しており、数式が苦手な方にも理解できるため、エンジニアの人材育成に活用可能です。

ReNom DL
ディープラーニングフレームワーク
深層学習モデルの学習や推論を高速化させる自動
微分ライブラリ

ReNom TDA
トポロジカルデータアナリシス
位相的データ解析で高次元データの特徴を分析
するアプリケーション＆API

ReNom TAG
教師データ作成
タグ付けの負担軽減を目指した教師データ作成ア
プリケーション

ReNom IMG
画像認識
ユーザー自ら画像認識モデルが開発できるアプリ
ケーション＆API

ReNom DP
データの前処理を直感的に
数値データ・時系列データ前処理アプリケーション

ReNom RG
回帰分析
需要予測や回帰分析のモデル開発ができるアプリ
ケーション＆API

ReNom RL
深層強化学習
深層強化学習の主要アルゴリズムをサポートした
API

ReNom CN
外部システム連携API
ReNomと外部システムをつなぐAI開発ライフサ
イクルを実現するAPI

「ReNom」 Deep Learning

P
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ReNom検証機貸出し受付中 !! ※大学での使用に限ります



注文番号 1911010701

注文番号 1911010703

注文番号 1911010705

注文番号 1911010704

限定
特価 112,970円税込

102,700(税抜102,700円)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Intel Core i5-8400(2.8GHz)
● メモリ：8GB (最大64GB)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：500GB SSD
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
● 映像出力端子：DVI-D×1,VGA×1,HDMI×1
● 電源：300W電源（80PLUS BRONZE）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)102×(D)390×(H)338mm

Be-Clia Type-S8 (Core i5)

8GBメモリ/SSD500GB

安心の

1年間
保証付

●即納モデル ビジネスシーンで活躍するスリム型ケース

Be-CliaBe-Clia
確かな信頼性と豊富なカスタマイズから選べる
法人様向けのビジネス・スタンダード・パソコン

●Core X 対応 ミドルタワーモデル

ビー・クライア

01

つの特徴3

画像・動画編集、CADなど
グラフィック性能を必要とする用途まで、
あらゆるニーズにお応えします。

第8/9世代 インテル®Core™ 
プロセッサーを搭載

02
最新テクノロジーを搭載した
メインボードを採用

高速ストレージSSDを
標準ストレージとして採用

03

BT-i58400AS1H500SSD9

限定
特価 175,780円税込

159,800(税抜159,800円)

限定
特価 67,980円税込

61,800(税抜61,800円)

注文番号 1911010706

限定
特価 87,890円税込

79,900(税抜79,900円)

BT-i79700KAS1H240MSD
限定
特価 129,800円税込

118,000(税抜118,000円)

BT-i38100G1H240TSD

注文番号 1911010702

限定
特価 133,760円税込

121,600(税抜121,600円)

BT-i78700AS1H500SSD13

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Intel Core i7-8700(3.2GHz)
● メモリ：8GB (最大64GB)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：500GB SSD
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
● 映像出力端子：DVI-D×1,VGA×1,HDMI×1
● 電源：300W電源（80PLUS BRONZE）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)102×(D)390×(H)338mm

Be-Clia Type-S8 (Core i7)

8GBメモリ/SSD500GB

安心の

1年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Intel Core i7-9700K(3.6GHz)
● メモリ：16GB(最大64GB)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：240GB SSD
● グラフィック：インテル UHD630グラフィック
● 映像出力端子：DVI-D×1,VGA×1,HDMI×1
● 電源：650W電源（80PLUS SILVER）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)200×(D)460×(H)430mm

Be-Clia Type-Z9

16GBメモリ/SSD240GB

安心の

1年間
保証付

● OS：CentOS 7.xx 64bit
● 対応OS：CentOS7.x 64bit/Ubuntu18.04 LTS 64bit /
 　　　　　Redhat/Windows® 10 Pro 64bit 
● CPU：Intel Celeron G4900(3.1GHz)
● メモリ：4GB(最大64GB)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：240GB SSD
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
● 映像出力端子：DVI-D×1,VGA×1,HDMI×1
● 電源：300W電源
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)96×(D)365×(H)330mm 

Be-Clia for Linux Type-SL

4GBメモリ/HDD500GB

安心の

1年間
保証付

●Linuxモデル

●シリアル/パラレルポート・PCIスロット搭載モデル

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Intel Core i3-8100(3.6GHz)
● メモリ：8GB (最大64GB)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：240GB SSD
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
● 映像出力端子：DVI-D×1,VGA×1,HDMI×1
● 電源：650W電源（80PLUS SILVER）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)200×(D)460×(H)430mm

Be-Clia Type-Le8

8GBメモリ/SSD240GB

安心の

1年間
保証付

レガシーポート・
PCIバススロットを標準搭載
レガシーポート・
PCIバススロットを標準搭載

● OS：CentOS 7.xx 64bit
● 対応OS：CentOS 7.x 64bit /Ubuntu 18.04 LTS 64bit 
　　　　　　　Redhat/Windows® 10 Pro 64bit
● CPU：Intel Core i3-8100(3.6GHz)
● メモリ：8GB (最大64GB)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ストレージ：240GB SSD
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
● 映像出力端子：DVI-D×1,VGA×1,HDMI×1
● 電源：650W電源（80PLUS SILVER）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)200×(D)471×(H)430mm

Be-Clia for Linux Type-CM 

8GBメモリ/HDD500GB

安心の

1年間
保証付
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※Surface Pen 別売り ※タイプカバー 別売り ※タイプカバー 別売り
※Surface Pen/
　タイプカバー /
　マウス別売り

※Surface Pen 別売り ※タイプカバー 別売り ※タイプカバー 別売り
※Surface Pen/
　タイプカバー /
　マウス別売り

厳選アイテム厳選アイテムレッツノート 新製品レッツノート 新製品

厳選アイテム厳選アイテムサーフェイス新製品サーフェイス新製品

LVシリーズ 注文番号 1911010801

■CPU：Core-i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.19kg

289,800円税込
259,800円税込
SSD256GBモデル

SSD512GBモデル

14.0 型
ワイド液晶

CF-LV
8FDCQR
サイズ:333×225.3×24.5mm

Pro
(64bit)

LVシリーズ 注文番号 1911010802

■CPU：Core-i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■BD/DVDマルチ
■14.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.405kg

391,800円税込
346,800円税込
SSD512GBモデル

SSD1TBモデル

14.0 型
ワイド液晶

CF-LV
8GDVQR
サイズ:333×225.3×24.5mm

Pro
(64bit)

Home & Business 2019 Home & Business 2019

SVシリーズ 注文番号 1911010803

■CPU：Core-i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.009kg

319,800円税込
289,800円税込
SSD256GBモデル

SSD512GBモデル

12.1型
ワイド液晶

CF-SV
8FDSQR
サイズ:283.5×203.8×24.5mm

Pro
(64bit)

Home & Business 2019

SVシリーズ 注文番号 1911010804

■CPU：Core-i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.109kg

339,800円税込
309,800円税込

SSD256GBモデル

SSD512GBモデル

12.1型
ワイド液晶

CF-SV
8GDUQR
サイズ:283.5×203.8×24.5mm

Pro
(64bit)

Home & Business 2019

QVシリーズ 注文番号 1911010805

■CPU：Core-i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■12.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約0.979kg

414,800円税込
369,800円税込

SSD512GBモデル

SSD1TBモデル

12.0 型
ワイド液晶

CF-QV
8GFRQR
サイズ:273×209.2×18.7mm

Pro
(64bit)

QVシリーズ 注文番号 1911010806

■CPU：Core-i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約0.949kg

329,800円税込
299,800円税込
SSD256GBモデル

SSD512GBモデル

12.0 型
ワイド液晶

CF-QV
8FDGQR
サイズ:273×209.2×18.7mm

Pro
(64bit)

Home & Business 2019 Home & Business 2019

RZシリーズ 注文番号 1911010807

■CPU：Core-i5-8200Y 1.3GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■10.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約0.78kg

349,800円税込
319,800円税込
SSD256GBモデル

SSD512GBモデル

10.1型
ワイド液晶

CF-RZ
8FFMQR
サイズ:250×180.8×19.5mm

Pro
(64bit)

Home & Business 2019

RZシリーズ 注文番号 1911010808

■CPU：Core-i5-8200Y 1.3GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約0.75kg

299,800円税込
269,800円税込
SSD256GBモデル

SSD512GBモデル

10.1型
ワイド液晶

CF-RZ
8FDEQR
サイズ:250×180.8×19.5mm

Pro
(64bit)

Home & Business 2019

Surface PRO 7 注文番号 1911010809

■CPU：Core-i3
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約775g

109,800円税込
SSD128GBモデル

12.3 型
ワイド液晶

PVP-
00013
サイズ:292×201×8.5mm

Pro
(64bit)

Surface PRO 7 注文番号 1911010810

■CPU：Core-i5
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約775g

153,800円税込
SSD256GBモデル

12.3 型
ワイド液晶

PVR-
00014
サイズ:292×201×8.5mm

Pro
(64bit)

Surface PRO 7 注文番号 1911010811

■CPU：Core-i7
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約775g

199,800円税込
SSD256GBモデル

12.3 型
ワイド液晶

PVT-
00013
サイズ:292×201×8.5mm

Pro
(64bit)

Surface PRO 7 注文番号 1911010812

■CPU：Core-i7
■メモリ：16GB
■SSD：1TB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約775g

288,800円税込
SSD1TBモデル

12.3 型
ワイド液晶

PVV-
00013
サイズ:292×201×8.5mm

Pro
(64bit)

Surface Laptop３ 注文番号 1911010813

■CPU：Core-i5
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.5インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.265kg

161,800円税込
SSD256GBモデル

13.5 型
ワイド液晶

約1.265kg

13.5 型
ワイド液晶

約1.265kg

13.5 型
ワイド液晶

約1.265kg

13.5 型
ワイド液晶

PKU-
00018
サイズ:308×223×14.51mm

Pro
(64bit)

Surface Laptop３ 注文番号 1911010814

■CPU：Core-i7
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

209,800円税込
SSD256GBモデル

PLA-
00018
サイズ:308×223×14.51mm

Pro
(64bit)

Surface Laptop３ 注文番号 1911010815

■CPU：Core-i7
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

257,800円税込
SSD512GBモデル

QXS-
00018
サイズ:292×201×8.5mm

Pro
(64bit)

Surface Laptop３ 注文番号 1911010816

■CPU：Core-i7
■メモリ：16GB
■SSD：1TB
■光学ドライブ非搭載
■12.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

299,800円税込
SSD1TBモデル

PLJ-
00018
サイズ:292×201×8.5mm

Pro
(64bit)

製
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約1.76kg

89,800円税込

64,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

94,800円税込

69,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

109,800円税込

94,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

109,800円税込

99,800円税込
SSD256GBモデル

SSD480GBモデル

184,800円税込

159,800円税込
SSD256GBモデル

SSD480GBモデル

101,800円税込

76,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

99,800円税込

74,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

パソコンの保証延長しませんか?
メーカー保証が切れて、万が一、パソコンが故障してしまうと、高額な修理代が発生！

パソコン修理延長保証（3年間・5年間）

わずかな保証金で安心保証

安心して
パソコンを
ご利用頂く
ために

19,250円税込5年間保証
アプライドW5保証13,750円税込3年間保証

アプライドW3保証

パソコン延長保証サービス
■ 製品購入日から3年または5年修理対応いたします !! 
■ 延長保証期間中の修理回数はなんと無制限！ 
■ 修理上限金額はご購入金額 (税別 )まで、免責なし！

免責無し 修理延長保証（メーカー保証＋２年間） 免責無し 修理延長保証（メーカー保証＋４年間）

Home
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

約2.4kg

ノートパソコン 注文番号 1911010902

厳選アイテム厳選アイテム
ノートパソコン 注文番号 1911010901 ノートパソコン 注文番号 1911010903

ノートパソコン 注文番号 1911010905ノートパソコン 注文番号 1911010904 ノートパソコン 注文番号 1911010906

ノートパソコン 注文番号 1911010908ノートパソコン 注文番号 1911010907 ノートパソコン 注文番号 1911010909

5KX40
AV-AAGG

■CPU：Core i3-7020U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-7020U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:376×246×22.5mm

新品 ノートパソコン特集 新品 ノートパソコン特集 

約2.38kg

20J80006JP

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:377×255×27.6-30.85mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

PC-VRL
23FBGS4R4

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:385.6×258×22.6mm

109,800円税込

94,800円税込
SSD256GBモデル

SSD480GBモデル

15.6型
ワイド液晶

約2.4kg

■CPU：Core i3-8130U 2.2GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

PB65MYB
44R7AD21

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

約2.1kg

FMVA3103DP 81F500K6JP

■CPU：Core i5-8250U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:374×250×24.9～32.5mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

約2.02kg

4RJ93PA#ABJ

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
　(1920×1080) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:376×263×20.9mm

15.6型
フルHD液晶

PC-VRV
27FBGS364

■CPU：Core i7-7500U 2.7GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:385.6×258×22.6mm

94,800円税込

69,800円税込
SSD128GBモデル

SSD500GBモデル

PC-VKL27BJ
GHEY2ZCWZZ
サイズ:307.7×209.8×17.8mm

約1.75kg

■CPU：Core i7-8550U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
　(1920×1080) 
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:358.4×244.1×19.4mm

モバイル 注文番号 1911010911モバイル 注文番号 1911010910 モバイル 注文番号 1911010912

12.5型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約16.8時間

約1.23kg

■CPU：Core i3-7130U 2.7GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■外付マルチ
■12.5インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i3モデルCore i3モデル
Pro

(64bit)

111,800円税込

86,800円税込
SSD128GBモデル

SSD500GBモデル

209,800円税込

189,800円税込
SSD256GBモデル

SSD500GBモデル

2YZ04AV-AHJV
サイズ:326×234×19.8mm

13.3型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約13.2時間

約1.49kg

バッテリー駆動
約14.5時間

約875g

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル
Pro

(64bit)
Pro

(64bit)

CF-SZ6RFYVS

■CPU：Core i5-7300UvPro 2.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.1インチ 
　(1920×1200) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:283.5×203.8×25.3mm

12.1型
WUXGA液晶

104,800円税込

89,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

約2.4kg

約2.4kg

■CPU：Core i5-8250U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

PB65MTB
41R7AD21

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

9

品 

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
特
集

新



Pro
(64bit)

厳選アイテム厳選アイテムSSD カスタマイズ デスクトップパソコン特集SSD カスタマイズ デスクトップパソコン特集

ThinkCentre
M710s
10M8S1VN00 59,800円税込

HDD500GBモデル

79,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
HDD500GBモデル

99,800円税込
SSD500GBモデル

84,800円税込
HDD500GBモデル

109,800円税込
SSD500GB+メモリ8GBモデル

デスクトップパソコン デスクトップパソコン デスクトップパソコン注文番号 1911011001 注文番号 1911011002 注文番号 1911011003

■CPU：Celeron G3930
　　　 2.9GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:89×340×290.5mm

Pro
(64bit)

2ZX70AV-
ABKH

■CPU：Core i3-8100 3.6GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■Win10 Pro 64bit

Corei3搭載Corei3搭載

サイズ:270×296×95mm

デスクトップパソコン 注文番号 1911011005

デスクトップパソコン 注文番号 1911011007 デスクトップパソコン 注文番号 1911011008

PC-MKH32
BZGAAJ4

デスクトップパソコン 注文番号 1911011009

■CPU：Core i7-8700
　3.2GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei7搭載Corei7搭載

サイズ:89×291×340mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

10STS0T000

デスクトップパソコン 注文番号 1911011004

■CPU：Core i5-8500
　　　 3.0GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei5搭載Corei5搭載

サイズ:89×290.5×340mm

デスクトップパソコン 注文番号 1911011006

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

119,800円税込
HDD1TBモデル

149,800円税込
SSD500GB+メモリ16GBモデル

142,800円税込
HDD500GBモデル

172,800円税込
SSD500GB+メモリ16GBモデル

Pro
(64bit)

DTOP062-
003N3

■CPU：Core i7-9700
　3.0GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei7搭載Corei7搭載

サイズ:92.6×290×292mm

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

89,800円税込
HDD500GBモデル

109,800円税込
SSD500GBモデル

Pro
(64bit)

2ZX70AV-
ABKH

■CPU：Core i5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■Win10 Pro 64bit

Corei5搭載Corei5搭載

サイズ:270×296×95mm

安心の

1年間
保証付

54,800円税込
HDD500GBモデル

74,800円税込
SSD500GBモデル

Pro
(64bit)

2ZZ91AV-
ARWL

■CPU：Celeron G4900T
　　　 2.9GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■Win10 Pro 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:177×175×34.2mm

安心の

1年間
保証付

FMVD38039P

■CPU：Core i3-8100
　　　 3.6GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei3搭載Corei3搭載

サイズ:89×338×332mm

Pro
(64bit)

84,800円税込
HDD500GBモデル

104,800円税込
SSD500GBモデル

安心の

1年間
保証付

FMVD40014P

■CPU：Core i5-8500
　　　 3.0GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei3搭載Corei3搭載

サイズ:89×338×332mm

Pro
(64bit)

99,800円税込
HDD500GBモデル

134,800円税込
SSD500GB+メモリ8GBモデル

安心の

1年間
保証付

S
D
カ
ス
タ
マ
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ズ
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デ
ル
が
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す
く
な
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て
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アプライドではApple製品標準構成以外にカスタマイズモデルや
各種アクセサリ品もお取り寄せ可能です。
既にお持ちのApple製品の不具合対応等もお任せください。
ご購入時の各種設定・データ移行から修理取次までトータルサポート致します。

13インチMacBook Pro 15インチMacBook Pro

21.5インチ iMac Retina 4Kディスプレイモデル

注文番号 1911011102 注文番号 1911011103

15型

〔共通仕様〕
■15インチRetinaディスプレイ
■2,880×1,800ピクセル標準解像度
■■Thunderbolt 3ポートx4 ■IDセンサーが組み込まれたTouch Bar

15インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー)
15インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー)

その心臓部に、さらなる力を。
目を見張るグラフィックス性能。
その心臓部に、さらなる力を。
目を見張るグラフィックス性能。

約1.83kg

142,780142,780円税込
アカデミック価格

SSD
128GB
SSD
128GB

164,780円税込
アカデミック価格

SSD
256GB

■Core i7 (第9世代Intel Core i7 2.6GHz)
■16GB 2,400MHz DDR4メモリ
■Radeon Pro 555X(4GB GDDR5メモリ搭載）

265,980円税込
アカデミック価格SSD256GBモデル（TouchBarあり）SSD256GBモデル（TouchBarあり）

■Core i5 (第8世代Intel Core i5 2.4GHz)
■8GB 2,133MHz LPDDR3メモリ
■Intel Iris Plus Graphics 655

206,580円税込
アカデミック価格SSD256GBモデル（TouchBarあり）SSD256GBモデル（TouchBarあり）

■Core i9 (第9世代Intel Core i9 2.3GHz)
■16GB 2,400MHz DDR4メモリ 
■Radeon Pro 560X(4GB GDDR5メモリ搭載）

308,880308,880円税込
アカデミック価格SSD512GBモデル（TouchBarあり）SSD512GBモデル（TouchBarあり）

SSD
128GB
SSD
128GB
限定
特価 120,780円税込

アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB
限定
特価

限定
特価

限定
特価

限定
特価

限定
特価

限定
特価142,780円税込

アカデミック価格

13型

〔共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■CPU:Core i5（第8世代Intel Core i5 1.4GHz) ■メモリ:8GB
■Thunderbolt3ポート x2 ■Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar

13インチ MacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー） 
13インチ MacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー） 

もっとパワーを。もっとパフォーマンスを。
もっとプロのために。
もっとパワーを。もっとパフォーマンスを。
もっとプロのために。

約1.37kg

27型
〔共通仕様〕
■メモリ:8GB(オプション32GBまで対応) 
■Thunderbolt 3ポート x 2
■5,120 x 2,880ピクセル解像度のRetina 5K P3ディスプレイ
■Magic Mouse 2 ■Magic Keyboard -日本語(JIS)
■アクセサリキット

約9.42kg

13インチMacBook Air 注文番号 1911011101

注文番号 1911011104 注文番号 1911011105

13型
〔共通仕様〕
■13インチTRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■CPU：Core i5 (第8世代Intel Core i5 1.6GHz) ■メモリ：8GB 
■Thunderbolt 3ポートx2 ■感圧タッチトラックパッド

13インチ MacBook Air
(スペースグレイ、ゴールド、シルバー） 
13インチ MacBook Air
(スペースグレイ、ゴールド、シルバー） 

世界に再び、軽さの衝撃を。世界に再び、軽さの衝撃を。

約1.25kg

27インチ iMac Retina 5Kディスプレイモデル

限定
特価 150,480円税込

アカデミック価格

〔共通仕様〕
■メモリ:8GB(オプション16GBまで対応)
■Thunderbolt 3 x 2ポート
■4,096x2,304ピクセル解像度のRetina 4K P3ディスプレイ
■Thunderbolt 3ポート x 2 ■Magic Keyboard -日本語(JIS) 
■アクセサリキット
 

21.5インチ iMac Retina 4Kディスプレイモデル21.5インチ iMac Retina 4Kディスプレイモデル

美しいモンスター美しいモンスター 美しいモンスター美しいモンスター
約9.42kg

HDD1TB(Retina 4Kディスプレイ)HDD1TB(Retina 4Kディスプレイ)

限定
特価 126,280円税込

アカデミック価格

■Core i5 (第7世代Intel Core i5 2.3GHz)
■Intel Iris Plus Graphics 640

■Core i3(第8世代Intel Core i3 3.6GHz)
■Radeon Pro 555X(2GB)

限定
特価 169,180円税込

アカデミック価格

限定
特価 230,780円税込

アカデミック価格

限定
特価 206,580円税込

アカデミック価格

限定
特価 254,980円税込

アカデミック価格1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ
■Core i5(第8世代Intel Core i5 3.0GHz)
■Radeon Pro 560X(4GB)

HDD1TBHDD1TB
27インチ iMac Retina 5K ディスプレイモデル27インチ iMac Retina 5K ディスプレイモデル

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ

■Core i5(第8世代Intel Core i5 3.0GHz)
■Radeon Pro 570X(4GB)

■Core i5 (第8世代Intel Core i5 3.1GHz)
■Radeon Pro 575X(4GB)

2TB Fusion Driveストレージ2TB Fusion Driveストレージ
■Core i5 (第9世代Intel Core i5 3.7GHz)
■Radeon Pro 580X(8GB)

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ

注文番号 1911011106Mac mini

その進化はミニじゃない。その進化はミニじゃない。21.5型

iPad 9.7インチ  WiFi モデル iPad Air  10.5インチ　WiFi モデルiPad mini WiFi モデル 注文番号 1911011107 注文番号 1911011108

7.9型

■64ビット アーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ
■7.9インチLEDバックライトワイドスクリーン
　Multi-Touchディスプレイ（2,048 x 1,536） 

iPad mni Wifiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）
iPad mni Wifiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）

圧倒的。なのに、スモール。
息をのむ軽さ。目を奪う薄さ。
圧倒的。なのに、スモール。
息をのむ軽さ。目を奪う薄さ。

約300.5g 約469g 約456g

9.7型

■64ビットアーキテクチャ搭載 A10 Fusionチップ
■9.7インチLEDバックライト  Multi-Touchディスプレイ（2,048 x 1,536） 

iPad 9.7インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）
iPad 9.7インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）

64ビットアーキテクチャ搭載
A10 Fusionチップ 
64ビットアーキテクチャ搭載
A10 Fusionチップ 

注文番号 1911011109

10.5型
■64ビットアーキテクチャ搭載 A12 Bionicチップ
■10.5インチLEDバックライト Multi-Touchディスプレイ
　（2,224x1,668） 

iPad Air 10.5インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）
iPad Air 10.5インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）

すべてがもっとうまくできる。この一枚で。すべてがもっとうまくできる。この一枚で。

128GB128GB
限定
特価 47,080円税込

アカデミック価格32GB32GB
限定
特価 36,080円税込

アカデミック価格 64GB64GB
限定
特価 58,080円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 76,780円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 48,180円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 66,880円税込

アカデミック価格

＊第1世代Apple Pencil対応（別売） ＊第1世代Apple Pencil対応（別売） ＊第1世代Apple Pencil対応（別売

MacBook / i Mac / Mac Mini / iPadMacBook / i Mac / Mac Mini / iPadApple 製品Apple 製品

Mac mini Mac mini 

限定
特価 96,580円税込

アカデミック価格

限定
特価 128,480円税込

アカデミック価格

■Core i3
　(第8世代Intel Core i3 3.6GHz)

SSD128GBSSD128GB
■Core i5
　(第8世代Intel Core i5 3.0GHz) 

SSD256GBSSD256GB

約1.3kg

〔共通仕様〕
■メモリ:8G ■8GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Intel UHD Graphics 630 ■USB 3ポート（最大5Gbps）x 2
■HDMI 2.0ポート ■ギガビットEthernetポート（10Gb Ethernetに変更可能）
■3.5mmヘッドフォンジャック

p
p
l
e
製
品
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注文番号 1911011402注文番号 1911011401 液晶ディスプレイ 注文番号 1911011403液晶ディスプレイ

注文番号 1911011404 注文番号 1911011406液晶ディスプレイ

限定
特価 15,800円税込

「5年保証」
広視野角ADSパネル＆「VDTモード」搭載
「5年保証」
広視野角ADSパネル＆「VDTモード」搭載
「5年保証」
広視野角ADSパネル＆「VDTモード」搭載

約4.2kg

液晶ディスプレイ

限定
特価 21,800円税込LCD-

MF273EDB
LCD-
MF273EDB

■サイズ：27型/フルHD
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D415×H235mm

■サイズ：27型/フルHD
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D415×H235mm

■サイズ：27型/フルHD
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D415×H235mm

「5年保証」
広視野角ADSパネル
「5年保証」
広視野角ADSパネル
「5年保証」
広視野角ADSパネル

約5.1kg

限定
特価 31,800円税込LCD-

MF277XDB
LCD-
MF277XDB

■サイズ：27型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620.2×D239.9×H442.6mm

■サイズ：27型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620.2×D239.9×H442.6mm

■サイズ：27型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620.2×D239.9×H442.6mm

「5年保証」
超解像技術＆広視野角ADSパネル採用
「5年保証」
超解像技術＆広視野角ADSパネル採用
「5年保証」
超解像技術＆広視野角ADSパネル採用

約5.2kg

LCD-
M4K321XVB
LCD-
M4K321XVB

■サイズ：31.5型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx3/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W730×D234×H518mm

■サイズ：31.5型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx3/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W730×D234×H518mm

■サイズ：31.5型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx3/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W730×D234×H518mm

約7.4kg

限定
特価 20,880円税込243S7EJMB/11243S7EJMB/11

■サイズ：23.8型/フルHD
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W540×D202×H483mm

■サイズ：23.8型/フルHD
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W540×D202×H483mm

■サイズ：23.8型/フルHD
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W540×D202×H483mm

昇降スタンド付き液晶ディスプレイ昇降スタンド付き液晶ディスプレイ昇降スタンド付き液晶ディスプレイ

約5.1kg

LCD-
MF244EDSW
LCD-
MF244EDSW

注文番号 1911011405液晶ディスプレイ

限定
特価 64,800円税込

「5年保証」
4K対応＆広視野角VAパネル採用
「5年保証」
4K対応＆広視野角VAパネル採用
「5年保証」
4K対応＆広視野角VAパネル採用

限定
特価 39,880円税込EV2430-BKEV2430-BKEV2430-BKEV2430-BKEV2430-BK

■サイズ：24.1型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

■サイズ：24.1型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

■サイズ：24.1型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

広視野角IPSパネル搭載
WUXGA(1920×1200)対応
広視野角IPSパネル搭載
WUXGA(1920×1200)対応
広視野角IPSパネル搭載
WUXGA(1920×1200)対応

約6.7kg

液晶ディスプレイ

限定
特価 14,800円税込GW2283GW2283GW2283GW2283GW2283

■サイズ：21.5型/フルHD/VA
■輝度：250cd/m2
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/D-subx1
■スピーカー搭載
■W489.5×D183×H391.6mm

■サイズ：21.5型/フルHD/VA
■輝度：250cd/m2
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/D-subx1
■スピーカー搭載
■W489.5×D183×H391.6mm

■サイズ：21.5型/フルHD/VA
■輝度：250cd/m2
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/D-subx1
■スピーカー搭載
■W489.5×D183×H391.6mm

■サイズ：23.8型/フルHD
■輝度：250cd/m2
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W556.8×D210×H409.2mm

■サイズ：23.8型/フルHD
■輝度：250cd/m2
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W556.8×D210×H409.2mm

■サイズ：23.8型/フルHD
■輝度：250cd/m2
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W556.8×D210×H409.2mm

輝度自動調整機能（B.I.）搭載
ブルーライト軽減
輝度自動調整機能（B.I.）搭載
ブルーライト軽減
輝度自動調整機能（B.I.）搭載
ブルーライト軽減

約3.7kg

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器

限定
特価 28,800円税込323E7QDAB/11323E7QDAB/11

「5年保証」
IPSテクノロジーパネル採用液晶ディスプレイ
「5年保証」
IPSテクノロジーパネル採用液晶ディスプレイ
「5年保証」
IPSテクノロジーパネル採用液晶ディスプレイ

約6.91kg

注文番号 1911011407 注文番号 1911011409液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ

限定
特価 69,800円税込34WK650-W34WK650-W

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：2560×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W826×D230×H571mm

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：2560×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W826×D230×H571mm

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：2560×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W826×D230×H571mm

ウルトラワイド(2560×1080)液晶ディスプレイ
HDR/IPS/LED
ウルトラワイド(2560×1080)液晶ディスプレイ
HDR/IPS/LED
ウルトラワイド(2560×1080)液晶ディスプレイ
HDR/IPS/LED

約7.6kg

注文番号 1911011408液晶ディスプレイ

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W730×D216×H522mm

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W730×D216×H522mm

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W730×D216×H522mm

Satera MF244dwSatera MF244dw
限定
特価 26,800円税込

A4モノクロレーザーA4モノクロレーザーA4モノクロレーザー

限定
特価 13,800円税込HL-L2330DHL-L2330D

A4モノクロレーザーA4モノクロレーザーA4モノクロレーザー

注文番号 1911011410 注文番号 1911011412プリンタプリンタ 注文番号 1911011411プリンタ

■モノクロレーザー
■接続：USB2.0
■自動両面印刷/印刷速度30枚/分
■W356×D360×H183mm

■モノクロレーザー
■接続：USB2.0
■自動両面印刷/印刷速度30枚/分
■W356×D360×H183mm

■モノクロレーザー
■接続：USB2.0
■自動両面印刷/印刷速度30枚/分
■W356×D360×H183mm

■モノクロレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷/ADF対応/
　印刷速度30枚/分
■W390×D371×H360mm

■モノクロレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷/ADF対応/
　印刷速度30枚/分
■W390×D371×H360mm

■モノクロレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷/ADF対応/
　印刷速度30枚/分
■W390×D371×H360mm

約7.2kg
A4

モノクロレーザー

限定
特価 76,800円税込MFC-L8610CDWMFC-L8610CDW

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

■カラーレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷/ADF/FAX機能付
■W435×D526×H539mm

■カラーレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷/ADF/FAX機能付
■W435×D526×H539mm

■カラーレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷/ADF/FAX機能付
■W435×D526×H539mm

約27.8kg
A4

カラーレーザー複合機

約12.7kg
A4

モノクロレーザー

A4カラーレーザーA4カラーレーザーA4カラーレーザー

限定
特価 38,800円税込C332DNW C332DNW 

■カラーレーザー
■USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W410×D504×H242mm

■カラーレーザー
■USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W410×D504×H242mm

■カラーレーザー
■USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W410×D504×H242mm

約22kg
A4

カラーレーザー

Satera MF741CdwSatera MF741Cdw
限定
特価 69,800円税込

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

限定
特価 49,800円税込Satera LBP622CSatera LBP622C

A4カラーレーザーA4カラーレーザーA4カラーレーザー

注文番号 1911011413 注文番号 1911011415プリンタプリンタ 注文番号 1911011414プリンタ

■カラーレーザー
■USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W430×D418×H287mm

■カラーレーザー
■USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W430×D418×H287mm

■カラーレーザー
■USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W430×D418×H287mm

■カラーレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W451×D469×H460mm

■カラーレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W451×D469×H460mm

■カラーレーザー
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■W451×D469×H460mm

約14kg
A4

カラーレーザー 約26.5kg
A4

カラーレーザー複合機

辺
機
器
・
液
晶
モ
ニ
タ
ー
・
プ
リ
ン
タ
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ご利用中のパソコンを手軽に高速化！HDDを最新SSDに換えませんか?  もちろん今の環境をそのまま移行します!

一度使うともう戻れない！

圧倒的速さ!
高速＆省電力!最新ストレージ

換装サービス！

74,80074,800円税込円税込

SSD2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD2TB+作業料）

①高速＆大容量化プラン ②おすすめ人気プラン

54,80054,800円税込円税込

SSD1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD1TB+作業料）

③定番の容量プラン

34,80034,800円税込円税込

SSD480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD480GB+作業料）

④高速化この価格で実現プラン

29,80029,800円税込円税込

SSD240GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD240GB+作業料）

Macでも
承っております !

只今ご注文殺到中!年間1000台以上のカスタマイズ実績!

ク
ニ
カ
ル
・
S
S
D
換
装
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テ究極の研究室向けデータサポート
だからこそプロが選ぶ、
全設定おまかせワンランク上の
データバックアップドライブ

大事なデータ・・・

アプライドオリジナル 

49,80049,800円税込価格
1
TB

－ SSD excellent － 39,800円税込価格
500
GB

USB3.0対応
超高速 NVMe SSD

（自動バックアップ設定付き）

ヒートシンク搭載で高い冷却性！

高速！NVMe SSDを採用！

USB
外付けタイプ 49,800円税込価格

2
TB

69,800円税込価格
4
TB 89,800円税込価格

6
TB

99,800円税込価格
8
TB 109,800円税込価格

10
TB

－ excellent HED －

データバックアップ 超高耐久外付けHDD

高耐久 3.5インチ外付けHDDタイプ

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

99,800円税込価格
2TB
×2 129,800円税込価格

4TB
×2

189,800円税込価格
8TB
×2 239,800円税込価格

10TB
×2

研究室おまかせ
NAS導入パックD-MASTER NAS

高耐久ネットワークHDD D-MASTER NAS

ASUSTOR  AS4002T

導入時の設置、設定などすべて行います!

D-MASTER NAS （2ドライブNAS）D-MASTER NAS （2ドライブNAS）

NAS（ネットワークHDD）本体
HDD2台構成

●RAID機能搭載2ドライブNAS
●安心!高耐久HDD『WD Red』採用!
24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性!
●RAID 1対応
万一のドライブ故障時には、ドライブを交換し、
ペアのドライブからデータを復旧できます。

※オプションで、Red Pro、Ultrastar、
　PurpleシリーズHDDも選択可能です。

50,000円税込1年間
パック

さらに安心!
年間保守
サポート1年間 10,800円税込3年間

パック
さらに安心!
データ復旧
サービス3年間

149,800円税込価格
2TB
×4 199,800円税込価格

4TB
×4

299,800円税込価格
8TB
×4 399,800円税込価格

10TB
×4

高耐久ネットワークHDD D-MASTER NAS

ASUSTOR  AS4004T

D-MASTER NAS （4ドライブNAS）D-MASTER NAS （4ドライブNAS）

NAS（ネットワークHDD）本体
HDD4台構成

●RAID機能搭載4ドライブNAS
●安心!高耐久HDD『WD Red』採用!
24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性!
●RAID 5、6、10対応
万一のドライブ故障時には、ドライブを交換し、
他のドライブからデータを復旧できます。

※オプションで、Red Pro、Ultrastar、
　PurpleシリーズHDDも選択可能です。

60,000円税込1年間
パック

さらに安心!
年間保守
サポート1年間 21,600円税込3年間

パック
さらに安心!
データ復旧
サービス3年間

Ultrastarシリーズは、24時間365日の運用を想定し
た製品で、最大250万時間のMTBFを実現し、年
間最大550TBのワークロードなど、NASシステ
ムに、エンタープライズ向けの仕様を提供します。

最上級グレードの高耐久HDDを採用!

39,000円税込3年間
パック

さらに安心!データ復旧サービス3年間

超高耐久HDD採用NAS データバックアップシステム

新製品!



低価格・短納期で制作できる人気のテンプレートプラン！

スマホ
対応

CMS
導入

更新
代行

1,9001,900

中高生は将
来を考えると

きに先生の
WEBサイト

を

見ています！
将来の研究

生候補を受
け入れる”窓

口”

として、日頃
の研究成果

の発表の”場
”として、WE

B

サイトに研
究内容や思

いを伝えて
見ませんか

？
中高生は将

来を考えると
きに先生の

WEBサイト
を

見ています！
将来の研究

生候補を受
け入れる”窓

口”

として、日頃
の研究成果

の発表の”場
”として、WE

B

サイトに研
究内容や思

いを伝えて
見ませんか

？

WEBサイト制作

人気
No.1
選べる豊富な
テンプレートデザイン
画像・配色変更可能 スマホ・パソコン対応

オプション併用可能

取材・撮影・編集
テンプレートプラン

プロがPR

したい内容

を作成！

ご要望にお応えして新プラン登場！
通常の「スマートフォン対応テンプレー
トプラン」に加えて“インタビューペー
ジ”を１ページ作成いたします。プロの
ライター・カメラマンが研究内容など
PRしたい情報を取材・撮影します。

他のプランと比べ掲載するテキストや画像を用意する手間が省け
る上に、ポイントが正しく伝わる“プロクオリティ”なWEBサイトが
作成できます！

実績多数のプロのライター＆カメラマンが
PRしたい情報を取材・撮影・コンテンツを作成

掲載するテキストや画像収集の時間がない方
WEBサイトで効果的なPRを行いたい方

スマートフォン対応
テンプレートプラン

スマホ対応
サイト

が安価に作
れる

人気のプラ
ン！

スマホ対応
(レスポンシブ)

テンプレートプラン

スマホは意
識せず

とにかくサ
イト

を用意した
い！

スマホ対応
(レスポンシブ)

テンプレートの一例をご紹介します。アプライドWEBサイトで
テンプレートの詳細や各テンプレートをご確認いただけます！

アプライド　WEB制作http://www.applied.ne.jp/web/ LABOナビ

こちらのサイトで掲載イメージを
ご確認いただけます！
http://www.labnavi.info/
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大学・研究室専門Web制作
http://www.applied.ne.jp/web/

詳しくはWEBサイトをご確認ください !!

★簡単なアンケートにお答えいただくだけでおススメのプランをご提案!
★選択肢にお答えいただくだけですぐに概算お見積り! 

WEB制作お見積り診断

アプライド　WEB制作

新プラン

ご要望を形にする！その他の様々なプラン！
スモールパック

最安価！必要
な情報を

１ページに集
約した簡単制

作の

スマホ対応テ
ンプレートプ

ラン！

学会サイトオンラインシステムプラン

学会運営の
効率化を

デザインか
ら開発まで

一貫してご
提案！

スマホ専用サイト制作プラン

既存のPCサ
イトは残しつ

つ

スマホ対応サ
イトのみを

オリジナルデ
ザインで制作

！

なるべく安価に短期でWebサイトを立ち上げたい方
スマートフォンにも対応させたい方

各種プラン料金にプラス
ワープロ感覚でどなたでも簡単にWEBサイトが自分で更新できるWordPressやmodxを導入いたします。インターネット環境が
あれば出先からでも更新作業が可能で、ランニングコストを減らすことができます。CMS導入

各種プランに追加可能なオプションサービス例

ご要望を形に！オリジナルデザインのベーシックプラン！

簡単更新・安心サポートのCMSパッケージプラン！

スマートフォン対応ベーシックプラン ベーシックプラン

スマートフォン対応CMSプラン

CMSとは？（WordPress、modxとは？）

自分でWEBサイト更新を出先からでも素早くおこないたい方
更新費用やサーバーレンタル料などランニングコストを減らしたい方

スマートフォンにも対応させたい方

電話
サポート
3年間

更新
代行保守
3年間

5ページまで
制作

テンプレート

WEBサーバー
3年間

スマホ対応
(レスポンシブ)

スマホ対応
(レスポンシブ)

WEBサイトに求めるご要望をヒアリング後
オリジナルデザインで作成！

ワープロ感覚でどなたでも簡単に
WEBサイトが自分で更新できる！
さらに充実のサポート付き！

パソコンで閲覧できる
サイトをオリジナルデザインで作成！

通常、WEBサイトの更新には専用のソフトを使用し、プログラムを編集するこ
とで更新をします。CMSでは専用のソフトを使うことなく、お使いのブラウザ
から更新することが可能になります。WEBサイトの更新には専門の知識・
技術が必要になりますが、CMSではプログラムやレイアウトを意識すること
なくWordやワープロ感覚で、どなたでも簡単に更新することができます。
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福 岡 営 業 部
北九州営業部
熊 本 営 業 所
大 分 営 業 所
宮 崎 営 業 所
鹿児島営業所
広 島 営 業 所
福 山 営 業 所
岡 山 営 業 部
松 山 営 業 所
高 松 営 業 所
高 知 営 業 所

mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:

mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:
mail:

TEL:092-481-7802  FAX:092-481-7651
TEL:093-932-6507  FAX:093-932-6508
TEL:096-384-5255  FAX:096-384-5257
TEL:097-548-5785  FAX:097-548-5786
TEL:0985-23-0008  FAX:0985-23-0035
TEL:099-214-3918  FAX:099-214-3919
TEL:082-235-3536  FAX:082-235-3537
TEL:084-928-0700  FAX:084-925-0701
TEL:086-235-2703  FAX:086-235-2705
TEL:089-915-2055  FAX:089-915-2056
TEL:087-866-7600  FAX:087-866-8001
TEL:088-880-5522  FAX:088-880-5523

大 阪 営 業 部
姫 路 営 業 所
和歌山営業所
高 槻 営 業 所
京 都 営 業 所
北 陸 営 業 所
名古屋営業所
静 岡 営 業 所
東 京 営 業 部
筑 波 営 業 所

TEL:06-6838-4123  FAX:06-6838-4122
TEL:079-287-0065  FAX:079-287-0068
TEL:073-425-5585  FAX:073-425-5586
TEL:072-670-6030  FAX:072-670-6031
TEL:075-325-1025  FAX:075-325-1026
TEL:076-294-1451  FAX:076-294-1452
TEL:052-325-2783  FAX:052-325-2791
TEL:054-267-3700  FAX:054-267-3701
TEL:03-3526-5451  FAX:03-3526-5450
TEL:029-877-3255  FAX:029-864-8823

ga i h an@app l i e d -ne t . c o . j p
s i _ k i t a@app l i e d - ne t . c o . j p
si_minami@applied-net.co.jp
s i _ o i t a@app l i e d -ne t . c o . j p
miyazaki@appl ied-net.co. jp
si_kagoshima@applied-net.co.jp
si_hiroshima@applied-net.co.jp
fukuyama@applied-net.co.jp
si_okayama@applied-net.co.jp
si_matsuyama@applied-net.co.jp
takamatsu@applied-net.co.jp
k o c h i @ a p p l i e d - n e t . c o . j p

si_osakakita@applied-net.co.jp
h ime j i@app l i e d - n e t . c o . j p
wakayama@applied-net.co.jp
takatsuki@applied-net.co.jp
s i_kyoto@appl ied-net.co. jp
si_hokuriku@applied-net.co.jp
si_nagoya@applied-net.co.jp
shizuoka@appl ied-net.co.jp
s i_ tokyo@appl ied-net.co. jp
si_tsukuba@applied-net.co.jp

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

チラシNo.2019-1101

現在 FS030W、MR05LNなどの SIMフリー端末をお使いの方!
契約満期による更新は、SIMのみの更新がお得です!

NEC Aterm MR05LN キット

国内専用 国内専用

スマートな薄型軽量タイプです。タッチパネル操作、デュアル
SIM、SIMフリーで、充実した機能のルータを採用しました。

※クレードルは別売りです。 ※クレードルは別売りです。

端末は２機種からお選びいただけます

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

帯域制御：3日間1GB、月度累計12GB
※月間通信量を超過した場合、当月末 まで最大通信速度が送受信時に128kbps に低速化されます。

本サービスで提供されるSIMカードは、au 4G LTEの通信網に対応したSIMフリー機器 (アップル社製品を除く )でご利用頂けます。ご利用になる予定の機器が au 4G LTEに対応しているかどうかご不明な場合は、下記にてご確認いただくか、
各機器メーカーまでお問い合わせ下さい。http//www.https://www.kddi.com/business/mobile/makersp/product/
※提供開始日の翌月末日までを 1ヶ月目として 12ヶ月間※本プランに通信機器は含まれません au通信網に対応した機器をご用意ください。※月間データ容量を使い切った場合、月末まで最大 128Mbps で通信可能です。

帯域制御：3日間1GB、月度累計12GB
※月間通信量を超過した場合、当月末 まで最大通信速度が送受信時に128kbps に低速化されます。

注文番号 1911011609 69,80069,800円(税込)
注文番号 1911011610

注文番号 1911011601

注文番号 1911011602

99,80099,800円(税込)

2年版

1年版

149,800149,800円(税込)

89,80089,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

注文番号 1911011615

注文番号 1911011616

74,80074,800円(税込)
104,800104,800円(税込)

帯域制御：3日間制限なし、月度累計30GB( 動画再生 1Mbps 制限あり）
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に128kbps に低速化されます。

帯域制御：3日間制限なし、月度累計30GB( 動画再生 1Mbps 制限あり）
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に128kbps に低速化されます。

注文番号 1911011611 99,80099,800円(税込)
注文番号 1911011612 129,800129,800円(税込)

注文番号 1911011617

注文番号 1911011618

104,800104,800円(税込)
134,800134,800円(税込)

帯域制御：3日間制限なし、月度累計50GB
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に128kbps に低速化されます。

帯域制御：3日間制限なし、月度累計50GB
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に128kbps に低速化されます。

注文番号 1911011613

注文番号 1911011614

125,800125,800円(税込)
167,800167,800円(税込)

130,800130,800円(税込)
172,800172,800円(税込)

注文番号 1911011619

注文番号 1911011620

コンパクトサイズのロングセラーです。
SIM フリーですので、長くお使いいただけま

対応通信方式：LTE/HSPA/WCDMA/
LTE：受信時最大 375Mbps ／送信時最大 50Mbps
無線 LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac  
サイズ：63x11x115 mm    質量：約 115g

FUJISOFT FS030Wキット

対応通信方式：LTE/3G 
LTE：受信時最大 150Mbps ／送信時最大 50Mbps
無線 LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac 
連続通信時間：無線 LAN通信  最大約 20時間
無線 LAN同時接続数：15台
サイズ：74x74x17.3 mm   質量：約 128g 

校費での一括支払いOK！ ALTEEM人気のデータ通信SIM アプライド限定パック

ソフトバンクモバイルの3G/4Gの通信を使用したモバイルデータ通信サービスを校費、物品調達としてご購入いただける一括レンタルパッケージで！

au 4G LTEの通信を使用したモバイルデータ通信サービスを校費、物品調達としてご購入いただける一括レンタルパッケージで！

DATASIM softbank プラン 年間パックデータSIM

DATASIM auプラン 年間パックデータSIM

50GB/月プラン

注文番号 1911011607

1 年版 59,80059,800円(税込)
20GB/月プラン

12GB/月プラン 12GB/月プラン

30GB/月プラン 30GB/月プラン

50GB/月プラン 50GB/月プラン

注文番号 1911011608

1 年版 47,80047,800円(税込)
7GB/月プラン

注文番号 1911011603

注文番号 1911011604

2年版

1年版

99,80099,800円(税込)

59,80059,800円(税込)

30GB/月プラン
注文番号 1911011605

注文番号 1911011606

2年版

1年版

84,80084,800円(税込)

49,80049,800円(税込)

12GB/月プラン

ルーター端末セットは下記モデル !!
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