
■サイズ：31.5型　■輝度:300cd/㎡
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×2/DｉsplayPort×1
■スピーカー搭載
■W726×D180×H478mm

 

P.1
〜
P.3

アプライドが厳選するアプライドが厳選する
ご予算別 42アイテムアイテム
予算別5万円以下

注文番号 191201010131.5型液晶ディスプレイ

限定
特価 37,800円税込
LCD-DF321XDBLCD-DF321XDBLCD-DF321XDBLCD-DF321XDBLCD-DF321XDB

■サイズ：27型　■輝度:300cd/㎡
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/DVI-D×1
■スピーカー搭載
■W620×D235×H415mm

注文番号 191201010227型液晶ディスプレイ

限定
特価 21,800円税込
LCD-MF273EDBLCD-MF273EDBLCD-MF273EDBLCD-MF273EDBLCD-MF273EDB

広視野角なADSパネルを採用。31.5型フルHD液晶ディスプレイ広視野角なADSパネルを採用。31.5型フルHD液晶ディスプレイ広視野角なADSパネルを採用。31.5型フルHD液晶ディスプレイ 4辺極細フレームを採用。27型フルHD液晶ディスプレイ4辺極細フレームを採用。27型フルHD液晶ディスプレイ4辺極細フレームを採用。27型フルHD液晶ディスプレイ
■サイズ：23.8型　■輝度:250cd/㎡
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/DVI-D×1
■スピーカー搭載
■W557×D210×H409mm

注文番号 191201010324型液晶ディスプレイ

限定
特価 15,800円税込
LCD-MF244EDSBLCD-MF244EDSBLCD-MF244EDSBLCD-MF244EDSBLCD-MF244EDSB

長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載

■カラーレーザー
■接続:USB/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■印刷速度：カラー26枚/分、モノクロ30枚/分
■W410×D504×H242mm

注文番号 1912010104A4レーザープリンター

限定
特価 37,800円税込
C332dnwC332dnwC332dnwC332dnwC332dnw

■カラーレーザー
■接続:USB/有線LAN
■自動両面印刷
■印刷速度：カラー26枚/分、モノクロ26枚/分
■W449×D552×H360mm

注文番号 1912010105A3レーザープリンター

限定
特価 49,800円税込
C824dnC824dnC824dnC824dnC824dn

無線LAN&有線LANを搭載無線LAN&有線LANを搭載無線LAN&有線LANを搭載 LEDヘッドならではの高品位・高精細印字LEDヘッドならではの高品位・高精細印字LEDヘッドならではの高品位・高精細印字
■カラーレーザー
■接続:USB/有線LAN/無線LAN
■自動両面印刷
■印刷速度：カラー31枚/分、モノクロ31枚/分
■W441×D486×H313mm

注文番号 1912010106A4カラーレーザー

限定
特価 39,800円税込
HL-L8360CDWHL-L8360CDWHL-L8360CDWHL-L8360CDWHL-L8360CDW

A4約31枚/分の高速プリントが可能A4約31枚/分の高速プリントが可能A4約31枚/分の高速プリントが可能

■有線/無線LAN　■DTCP-IP、DLNA
■4TB(2TB×2)　■W87×D205×H128mm

注文番号 1912010107ネットワークHDD 4TB

限定
特価 30,351円税込
LS220D0402GLS220D0402GLS220D0402GLS220D0402GLS220D0402G

■有線/無線LAN　■DTCP-IP、DLNA
■2TB(1TB×2)　■W87×D205×H128mm

注文番号 1912010108ネットワークHDD 2TB

限定
特価 25,480円税込
LS220D0202GLS220D0202GLS220D0202GLS220D0202GLS220D0202G

複数台のパソコンから、
データのバックアップに対応
複数台のパソコンから、
データのバックアップに対応
複数台のパソコンから、
データのバックアップに対応

保存した動画や音楽はテレビからも楽しめる
「メディアサーバー」機能
保存した動画や音楽はテレビからも楽しめる
「メディアサーバー」機能
保存した動画や音楽はテレビからも楽しめる
「メディアサーバー」機能

■有線/無線LAN　■DTCP-IP、DLNA
■1TB(1TB×1)　■W45×D205×H128mm

注文番号 1912010109ネットワークHDD 1TB

限定
特価 14,800円税込
LS210D0101GLS210D0101GLS210D0101GLS210D0101GLS210D0101G

保存したデータに、
外出先からもアクセス可能
保存したデータに、
外出先からもアクセス可能
保存したデータに、
外出先からもアクセス可能

■最大輝度3000ルーメン
■解像度：SVGA/VGA
■D-Sub/HDMI
■W298×D237×H92mm

注文番号 1912010110プロジェクター

限定
特価 44,800円税込RICOH PJ S2440RICOH PJ S2440RICOH PJ S2440RICOH PJ S2440RICOH PJ S2440

■最大輝度3200ルーメン
■解像度：SVGA
■D-Sub/HDMI
■W302×D234×H77mm

注文番号 1912010111プロジェクター

限定
特価 47,800円税込EB-S05EB-S05EB-S05EB-S05EB-S05

約2.6kg。台形補正機能が
スムーズな設置をサポート
約2.6kg。台形補正機能が
スムーズな設置をサポート
約2.6kg。台形補正機能が
スムーズな設置をサポート

明るい環境でも
鮮やかに映像を投写
明るい環境でも
鮮やかに映像を投写
明るい環境でも
鮮やかに映像を投写

■最大輝度105ルーメン
■解像度:854×480
■最大表示色:1677万色
■W83×D150×H16mm

注文番号 1912010112モバイルプロジェクター

限定
特価 49,464円税込MP-CD1MP-CD1MP-CD1MP-CD1MP-CD1

持ち運びに適した
スリム＆コンパクト設計
持ち運びに適した
スリム＆コンパクト設計
持ち運びに適した
スリム＆コンパクト設計

■日本語JIS/114キー/USB
■静電容量無接点方式
■変荷重 30g / 45g / 55g ± 15g
■W455×D142×H30mm
■Mac OS X 10.10以降

■日本語JIS/114キー/USB
■静電容量無接点方式
■荷重 ALL 30g ± 15g
■W455×D142×H30mm
■Mac OS X 10.10以降

注文番号 1912010110Mac OS向けキーボード

限定
特価 29,185円税込R2-JPVM-WHR2-JPVM-WHR2-JPVM-WHR2-JPVM-WHR2-JPVM-WH

注文番号 1912010111Mac OS向けキーボード

限定
特価 34,630円税込R2SA-JP3M-WHR2SA-JP3M-WHR2SA-JP3M-WHR2SA-JP3M-WHR2SA-JP3M-WH

REALFORCE for Mac キーボード 日本語配列114キーREALFORCE for Mac キーボード 日本語配列114キーREALFORCE for Mac キーボード 日本語配列114キー 「静電容量無接点方式スイッチ」を採用。Mac OS向け「静電容量無接点方式スイッチ」を採用。Mac OS向け「静電容量無接点方式スイッチ」を採用。Mac OS向け

■有線/無線/Bluetooth
■8ボタン+チルトホイール
■OMRON社製高耐久スイッチ
■W91.4×D133.4×H57.3mm"

注文番号 1912010112トラックボールマウス

限定
特価 8,980円税込M-DPT1MRBKM-DPT1MRBKM-DPT1MRBKM-DPT1MRBKM-DPT1MRBK

人さし指操作タイプの
ワイヤレストラックボール
人さし指操作タイプの
ワイヤレストラックボール
人さし指操作タイプの
ワイヤレストラックボール

■約6.15インチ(2312 x 1080)
■メモリ4GB / ストレージ64ＧＢ
■トリプルカメラ(約2400万画素+
　約800万画素+約200万画素)
■W72.7×D7.4×H152.9mm/約159g

■Android 7.1
■4コア
■メモリ2GB / ストレージ16ＧＢ
■8インチ/1280×800
■W211×D124×H9mm/約339g"

注文番号 1912010110スマホ

限定
特価 34,800円税込P30 lite (MAR-LX2J)

ピーコックブルー/パールホワイト/ミッドナイトブラック
P30 lite (MAR-LX2J)
ピーコックブルー/パールホワイト/ミッドナイトブラック
P30 lite (MAR-LX2J)
ピーコックブルー/パールホワイト/ミッドナイトブラック
P30 lite (MAR-LX2J)
ピーコックブルー/パールホワイト/ミッドナイトブラック
P30 lite (MAR-LX2J)
ピーコックブルー/パールホワイト/ミッドナイトブラック

注文番号 1912010111タブレット

トリプルカメラを装備した6.15型スマートフォントリプルカメラを装備した6.15型スマートフォントリプルカメラを装備した6.15型スマートフォン 家族でシェアできるマルチユーザに対応した
8.0型タブレット
家族でシェアできるマルチユーザに対応した
8.0型タブレット
家族でシェアできるマルチユーザに対応した
8.0型タブレット

■Android 8.1
■8コア
■メモリ4GB / ストレージ64ＧＢ
■10.1インチ/1920×1200
■W242×D167×H7mm/約440g

注文番号 1912010112タブレット

限定
特価 39,800円税込PC-TE510JAWPC-TE510JAWPC-TE510JAWPC-TE510JAWPC-TE510JAW

約10.1型ワイド、広視野角の
IPS液晶を採用したタブレット
約10.1型ワイド、広視野角の
IPS液晶を採用したタブレット
約10.1型ワイド、広視野角の
IPS液晶を採用したタブレット

限定
特価 19,800円税込Lenovo TAB4 8/

ZA2B0045JP
Lenovo TAB4 8/
ZA2B0045JP
Lenovo TAB4 8/
ZA2B0045JP
Lenovo TAB4 8/
ZA2B0045JP
Lenovo TAB4 8/
ZA2B0045JP
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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」



約12.6kg

約1.3kg

約8.9kg

約165 g

予算別 10万円以下
末
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年
注文番号 1912010202注文番号 1912010201 カラー複合機 注文番号 1912010203液晶ディスプレイ

限定
特価 57,800円税込

プリンタに、コピーやファックスを搭載！
無線ネットワーク対応、A4カラープリンタ複合機！
プリンタに、コピーやファックスを搭載！
無線ネットワーク対応、A4カラープリンタ複合機！
プリンタに、コピーやファックスを搭載！
無線ネットワーク対応、A4カラープリンタ複合機！

約30.2kg

限定
特価 59,800円税込LCD-M4K271XDBLCD-M4K271XDB

■サイズ：27型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W631.6×D234.5×H444.5mm

■サイズ：27型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W631.6×D234.5×H444.5mm

■サイズ：27型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W631.6×D234.5×H444.5mm

4K対応でフルHDの4倍の表示エリア！
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア！
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア！
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現

約5.7kg

PR-L400FPR-L400F

UPS

限定
特価 52,800円税込SMT1000JSMT1000JSMT1000JSMT1000JSMT1000J

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■500W/750VA
■バックアップ時間5分
■2年保証
■W172×D439×H225mm

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■500W/750VA
■バックアップ時間5分
■2年保証
■W172×D439×H225mm

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■500W/750VA
■バックアップ時間5分
■2年保証
■W172×D439×H225mm

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで
対応するインテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで
対応するインテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで
対応するインテリジェントで効率的な電力保護

A4
カラーレーザー複合機

約29kg

■カラーレーザー
■解像度：600×1200dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W427×D509×H444mm

■カラーレーザー
■解像度：600×1200dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W427×D509×H444mm

■カラーレーザー
■解像度：600×1200dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W427×D509×H444mm

■カラーレーザー
■解像度：1200×2400dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W420×D503×H500mm

■カラーレーザー
■解像度：1200×2400dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W420×D503×H500mm

■カラーレーザー
■解像度：1200×2400dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W420×D503×H500mm

A4
カラーレーザー複合機

注文番号 1912010205注文番号 1912010204 プロジェクター 注文番号 1912010206ネットワークHDD

限定
特価 67,800円税込

優れた基本性能と使いやすさを追求した
オフィスの標準モデル
優れた基本性能と使いやすさを追求した
オフィスの標準モデル
優れた基本性能と使いやすさを追求した
オフィスの標準モデル

約2.5kg

限定
特価 69,800円税込HDL2-X4HDL2-X4

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD 4TB
■最大解像度：3840×2160
■対応RAID：RAID 0/1
■W101×D210×H160mm

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD 4TB
■最大解像度：3840×2160
■対応RAID：RAID 0/1
■W101×D210×H160mm

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD 4TB
■最大解像度：3840×2160
■対応RAID：RAID 0/1
■W101×D210×H160mm

次世代冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」で
耐障害性の向上と運用中の容量拡張を実現
次世代冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」で
耐障害性の向上と運用中の容量拡張を実現
次世代冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」で
耐障害性の向上と運用中の容量拡張を実現

約3.0kg

EB-W05EB-W05

外付けHDD

限定
特価 64,800円税込HDJA-UT8RWHDJA-UT8RWHDJA-UT8RWHDJA-UT8RWHDJA-UT8RW

■容量:8TB
■インターフェース:USB3.1 Gen1(USB3.0)
■対応機種:Windowsパソコン、Mac
■消費電力:約11W（typ）
■W45×D216×H155mm

■容量:8TB
■インターフェース:USB3.1 Gen1(USB3.0)
■対応機種:Windowsパソコン、Mac
■消費電力:約11W（typ）
■W45×D216×H155mm

■容量:8TB
■インターフェース:USB3.1 Gen1(USB3.0)
■対応機種:Windowsパソコン、Mac
■消費電力:約11W（typ）
■W45×D216×H155mm

■ポータブル
■最大輝度：3300ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■ポータブル
■最大輝度：3300ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■ポータブル
■最大輝度：3300ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

高信頼ハードディスク「WD Red」搭載！
大切なデータ保存に最適なハードディスク
高信頼ハードディスク「WD Red」搭載！
大切なデータ保存に最適なハードディスク
高信頼ハードディスク「WD Red」搭載！
大切なデータ保存に最適なハードディスク

注文番号 1912010208注文番号 1912010207 カラー複合機 注文番号 1912010209外付けSSD

限定
特価 79,800円税込

コンパクトながら高速印刷、低ランニングコストの
スタンダードモデル
コンパクトながら高速印刷、低ランニングコストの
スタンダードモデル
コンパクトながら高速印刷、低ランニングコストの
スタンダードモデル

限定
特価 79,800円税込RP-SBD1TBP3RP-SBD1TBP3

■容量：1TB
■インターフェース：Thunderbolt™ 3
■電源:USB（Type-C）、バスパワー（DC5V/3A）
■対応OS:Windows 10 , macOS 10.13以降
■W102×D48×H14.4mm

■容量：1TB
■インターフェース：Thunderbolt™ 3
■電源:USB（Type-C）、バスパワー（DC5V/3A）
■対応OS:Windows 10 , macOS 10.13以降
■W102×D48×H14.4mm

■容量：1TB
■インターフェース：Thunderbolt™ 3
■電源:USB（Type-C）、バスパワー（DC5V/3A）
■対応OS:Windows 10 , macOS 10.13以降
■W102×D48×H14.4mm

大容量をその手に。ここまでコンパクトなボディに。
携帯性にも優れたポータブルSSD新登場！
大容量をその手に。ここまでコンパクトなボディに。
携帯性にも優れたポータブルSSD新登場！
大容量をその手に。ここまでコンパクトなボディに。
携帯性にも優れたポータブルSSD新登場！

約90g

MC363DNWMC363DNW

液晶ディスプレイ

限定
特価 77,800円税込LCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDB

■サイズ：43型
■輝度：350cd/m2
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W970×D247×H606mm

■サイズ：43型
■輝度：350cd/m2
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W970×D247×H606mm

■サイズ：43型
■輝度：350cd/m2
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W970×D247×H606mm

HDR10信号入力に対応！
43型4Kワイド液晶ディスプレイ
HDR10信号入力に対応！
43型4Kワイド液晶ディスプレイ
HDR10信号入力に対応！
43型4Kワイド液晶ディスプレイ

約40kg

■カラーレーザー
■解像度：600×1200dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■カラーレーザー
■解像度：600×1200dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■カラーレーザー
■解像度：600×1200dpi 
■接続：USB2.0/有線・無線LAN
■自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

A3
カラーレーザー複合機

注文番号 1912010211注文番号 1912010210 カラー複合機 注文番号 1912010212ネットワークHDD+UPS

限定
特価 99,800円税込 99,800円税込

必要な機能をコンパクトに凝縮した、
ハイパフォーマンスモデル
必要な機能をコンパクトに凝縮した、
ハイパフォーマンスモデル
必要な機能をコンパクトに凝縮した、
ハイパフォーマンスモデル

限定
特価

ZME-TS3210
DN0402/35S
ZME-TS3210
DN0402/35S

■CPU:Annapurna LabsAlpine AL212
■メモリ:DDR3 1GB
■インターフェース：LAN端子（1000BASE-T）/
　USB 3.1 (Gen1)/ 3.0端子
■電源:AC100V 50/60Hz
■W170×D230×H170mm

■CPU:Annapurna LabsAlpine AL212
■メモリ:DDR3 1GB
■インターフェース：LAN端子（1000BASE-T）/
　USB 3.1 (Gen1)/ 3.0端子
■電源:AC100V 50/60Hz
■W170×D230×H170mm

■CPU:Annapurna LabsAlpine AL212
■メモリ:DDR3 1GB
■インターフェース：LAN端子（1000BASE-T）/
　USB 3.1 (Gen1)/ 3.0端子
■電源:AC100V 50/60Hz
■W170×D230×H170mm

無停電電源装置（常時商用給電/正弦波出力） 
350VA/210Wがセットになった特別モデル！
無停電電源装置（常時商用給電/正弦波出力） 
350VA/210Wがセットになった特別モデル！
無停電電源装置（常時商用給電/正弦波出力） 
350VA/210Wがセットになった特別モデル！

約4.8kg

C835DNWC835DNW

スマートフォン

限定
特価 85,668円税込P30/Aurora

(ELE-L29)
P30/Aurora
(ELE-L29)
P30/Aurora
(ELE-L29)
P30/Aurora
(ELE-L29)
P30/Aurora
(ELE-L29)

■SIMフリー
■OS：Android 9
■CPU：HUAWEI Kirin 980
■インターフェース：USB Type-C
■画面サイズ:6.1 インチ(2340×1080)
■W71.36×D7.57×H149.1mm

■SIMフリー
■OS：Android 9
■CPU：HUAWEI Kirin 980
■インターフェース：USB Type-C
■画面サイズ:6.1 インチ(2340×1080)
■W71.36×D7.57×H149.1mm

■SIMフリー
■OS：Android 9
■CPU：HUAWEI Kirin 980
■インターフェース：USB Type-C
■画面サイズ:6.1 インチ(2340×1080)
■W71.36×D7.57×H149.1mm

より明るく、より広く、より近く。
ハイスペックスマートフォン
より明るく、より広く、より近く。
ハイスペックスマートフォン
より明るく、より広く、より近く。
ハイスペックスマートフォン



約22kg

約14.8kg 約14.8kg

約359g

3

末
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別
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下

年

A3
モノクロレーザー

A3
対応

A4
対応

予算別 15万円以下
注文番号 1912010302注文番号 1912010301 バックアップ用高耐久NAS 注文番号 1912010303短焦点プロジェクタ

限定
特価 129,800円税込 限定

特価 139,800円税込WX4241NWX4241N

■方式：DLP
■輝度：3300lm
■最大解像度：WXGA
■投影サイズ：60型～400型
■投影距離：80型の場合約80cm
■入力端子：VGA、HDMI
■H100×W297×D235mm

■方式：DLP
■輝度：3300lm
■最大解像度：WXGA
■投影サイズ：60型～400型
■投影距離：80型の場合約80cm
■入力端子：VGA、HDMI
■H100×W297×D235mm

■方式：DLP
■輝度：3300lm
■最大解像度：WXGA
■投影サイズ：60型～400型
■投影距離：80型の場合約80cm
■入力端子：VGA、HDMI
■H100×W297×D235mm

短焦点レンズ搭載で
Miracast対応のプロジェクター
短焦点レンズ搭載で
Miracast対応のプロジェクター
短焦点レンズ搭載で
Miracast対応のプロジェクター

約3.1kg

DmasterNAS
4TB×2RED
DmasterNAS
4TB×2RED

65インチ 4Kディスプレイ

限定
特価 129,800円税込DKS-4K65DG3DKS-4K65DG3DKS-4K65DG3DKS-4K65DG3DKS-4K65DG3

■サイズ：65型
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(2.0)x3, VGAx1, コンポジット(3in1)x1
■スピーカー搭載
■H902×W1467×D307mm（スタンド含む）

■サイズ：65型
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(2.0)x3, VGAx1, コンポジット(3in1)x1
■スピーカー搭載
■H902×W1467×D307mm（スタンド含む）

■サイズ：65型
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(2.0)x3, VGAx1, コンポジット(3in1)x1
■スピーカー搭載
■H902×W1467×D307mm（スタンド含む）

3840×2160ドットの4Kパネルを採用した
ディスプレイ（65型）
3840×2160ドットの4Kパネルを採用した
ディスプレイ（65型）
3840×2160ドットの4Kパネルを採用した
ディスプレイ（65型）

約460g

約128g

■4Kハンディカメラ
■画素数：857万画素
■光学ズーム：24倍
■手ブレ補正
■重量：460g
■ボディ：W69×H77×D167mm

■4Kハンディカメラ
■画素数：857万画素
■光学ズーム：24倍
■手ブレ補正
■重量：460g
■ボディ：W69×H77×D167mm

■4Kハンディカメラ
■画素数：857万画素
■光学ズーム：24倍
■手ブレ補正
■重量：460g
■ボディ：W69×H77×D167mm

■容量：4TB×2(ミラーリング)
■接続：Gigabit LAN,10Giga LAN
■筐体：AS4002T
■メモリ：2GB
■自動バックアップ機能
■H170×W114×D230mm

■容量：4TB×2(ミラーリング)
■接続：Gigabit LAN,10Giga LAN
■筐体：AS4002T
■メモリ：2GB
■自動バックアップ機能
■H170×W114×D230mm

■容量：4TB×2(ミラーリング)
■接続：Gigabit LAN,10Giga LAN
■筐体：AS4002T
■メモリ：2GB
■自動バックアップ機能
■H170×W114×D230mm

注文番号 1912010305注文番号 1912010304 A4シートフィードスキャナー 注文番号 1912010306A3モノクロレーザープリンタ

限定
特価 139,800円税込

65枚/分のスピード、80枚の大量給紙!
重送も抑える、A4シートフィードモデル
65枚/分のスピード、80枚の大量給紙!
重送も抑える、A4シートフィードモデル
65枚/分のスピード、80枚の大量給紙!
重送も抑える、A4シートフィードモデル

約4kg

限定
特価 132,500円税込LP-S3550LP-S3550

■A3モノクロレーザー
■接続:USB/有線LAN
■両面印刷
■印刷速度：モノクロ40枚/分
■耐久性100万ページ
■H338×W490×D577mm

■A3モノクロレーザー
■接続:USB/有線LAN
■両面印刷
■印刷速度：モノクロ40枚/分
■耐久性100万ページ
■H338×W490×D577mm

■A3モノクロレーザー
■接続:USB/有線LAN
■両面印刷
■印刷速度：モノクロ40枚/分
■耐久性100万ページ
■H338×W490×D577mm

印刷スピード40枚/分のA3モノクロレーザー
プリンター
印刷スピード40枚/分のA3モノクロレーザー
プリンター
印刷スピード40枚/分のA3モノクロレーザー
プリンター

DS-860DS-860

A3フラッドヘッドスキャナー

限定
特価 149,800円税込DS-50000DS-50000DS-50000DS-50000DS-50000

■読取最大サイズ:A3
■光学解像度：600dpi
■対応OS：Win／Mac
■接続端子：USB,有線LAN
■W640×D468×H156mm

■読取最大サイズ:A3
■光学解像度：600dpi
■対応OS：Win／Mac
■接続端子：USB,有線LAN
■W640×D468×H156mm

■読取最大サイズ:A3
■光学解像度：600dpi
■対応OS：Win／Mac
■接続端子：USB,有線LAN
■W640×D468×H156mm

■読取最大サイズ:A4
■光学解像度：600dpi
■両面同時読取
■読取速度：A4片面65枚／分
■接続端子：USB,有線LAN
■W300×D166×H158mm

■読取最大サイズ:A4
■光学解像度：600dpi
■両面同時読取
■読取速度：A4片面65枚／分
■接続端子：USB,有線LAN
■W300×D166×H158mm

■読取最大サイズ:A4
■光学解像度：600dpi
■両面同時読取
■読取速度：A4片面65枚／分
■接続端子：USB,有線LAN
■W300×D166×H158mm

見開き原稿も一度で読み取り
A3対応コストパフォーマンスモデル
見開き原稿も一度で読み取り
A3対応コストパフォーマンスモデル
見開き原稿も一度で読み取り
A3対応コストパフォーマンスモデル

高信頼ハードディスク
「WD Red」搭載！
大切なデータ保存に
最適なハードディスク

高信頼ハードディスク
「WD Red」搭載！
大切なデータ保存に
最適なハードディスク

高信頼ハードディスク
「WD Red」搭載！
大切なデータ保存に
最適なハードディスク

注文番号 1912010308注文番号 1912010307 デジタルビデオカメラ 注文番号 1912010309タブレットPC

限定
特価 146,800円税込

「新開発ライカディコマーレンズ」を搭載「新開発ライカディコマーレンズ」を搭載「新開発ライカディコマーレンズ」を搭載

限定
特価 136,180円税込iPad Pro 12.9インチ

WiFiモデル256GB
iPad Pro 12.9インチ
WiFiモデル256GB

120Hzのリフレッシュレートに対応する
「ProMotionテクノロジー」により操作性が向上した、
12.9型Retinaディスプレイ（2732×2048）搭載

120Hzのリフレッシュレートに対応する
「ProMotionテクノロジー」により操作性が向上した、
12.9型Retinaディスプレイ（2732×2048）搭載

120Hzのリフレッシュレートに対応する
「ProMotionテクノロジー」により操作性が向上した、
12.9型Retinaディスプレイ（2732×2048）搭載

約631g

HC-WZXF1M-KHC-WZXF1M-K

ミラーレス一眼カメラ

限定
特価 139,800円税込α6400 ILCE-6400Y

ダブルズームレンズキット
α6400 ILCE-6400Y
ダブルズームレンズキット
α6400 ILCE-6400Y
ダブルズームレンズキット
α6400 ILCE-6400Y
ダブルズームレンズキット
α6400 ILCE-6400Y
ダブルズームレンズキット

■ミラーレス一眼
■画素数：2500万画素
■撮影感度：ISO100～32000
■動画：4K
■重量：359g
■ボディ：W120×H66.9×D59.7mm

■ミラーレス一眼
■画素数：2500万画素
■撮影感度：ISO100～32000
■動画：4K
■重量：359g
■ボディ：W120×H66.9×D59.7mm

■ミラーレス一眼
■画素数：2500万画素
■撮影感度：ISO100～32000
■動画：4K
■重量：359g
■ボディ：W120×H66.9×D59.7mm

0.02秒の高速AFを実現した
ミラーレス一眼カメラ
0.02秒の高速AFを実現した
ミラーレス一眼カメラ
0.02秒の高速AFを実現した
ミラーレス一眼カメラ

注文番号 1912010311注文番号 1912010310 モバイルルーター 注文番号 1912010312モバイルルーターデスクトップPCセット

限定
特価 139,800円税込Be-Clia

Type-s+27型液晶セット
Be-Clia
Type-s+27型液晶セット
Be-Clia
Type-s+27型液晶セット
Be-Clia
Type-s+27型液晶セット
Be-Clia
Type-s+27型液晶セット

■本体：BT-i58400AS1H500SSD15
■OS:Windows 10 Pro 64bit
■主な仕様:Core i5／8GB／SSD500GB
■DVDドライブ／有線LAN
■キーボードマウス：付属
■液晶モニター：276E9QDSB/11（27型ワイド）

■本体：BT-i58400AS1H500SSD15
■OS:Windows 10 Pro 64bit
■主な仕様:Core i5／8GB／SSD500GB
■DVDドライブ／有線LAN
■キーボードマウス：付属
■液晶モニター：276E9QDSB/11（27型ワイド）

■本体：BT-i58400AS1H500SSD15
■OS:Windows 10 Pro 64bit
■主な仕様:Core i5／8GB／SSD500GB
■DVDドライブ／有線LAN
■キーボードマウス：付属
■液晶モニター：276E9QDSB/11（27型ワイド）

限定
特価 125,800円税込ALTEEM 50GBプラン

1年パック
ALTEEM 50GBプラン
1年パック
ALTEEM 50GBプラン
1年パック
ALTEEM 50GBプラン
1年パック
ALTEEM 50GBプラン
1年パック

■通信容量50GB／月
■通信方式：Softbank LTE／3G
■同時接続数：15台
■W74×H74×H17.3mm
■バッテリー：約20時間
■重量：約128g

■通信容量50GB／月
■通信方式：Softbank LTE／3G
■同時接続数：15台
■W74×H74×H17.3mm
■バッテリー：約20時間
■重量：約128g

■通信容量50GB／月
■通信方式：Softbank LTE／3G
■同時接続数：15台
■W74×H74×H17.3mm
■バッテリー：約20時間
■重量：約128g

約128g

限定
特価 129,800円税込ALTEEM 30GBプラン

2年パック
ALTEEM 30GBプラン
2年パック
ALTEEM 30GBプラン
2年パック
ALTEEM 30GBプラン
2年パック
ALTEEM 30GBプラン
2年パック

■通信容量30GB／月
■通信方式：Softbank LTE／3G
■同時接続数：15台
■W74×H74×H17.3mm
■バッテリー：約20時間
■重量：約128g

■通信容量30GB／月
■通信方式：Softbank LTE／3G
■同時接続数：15台
■W74×H74×H17.3mm
■バッテリー：約20時間
■重量：約128g

■通信容量30GB／月
■通信方式：Softbank LTE／3G
■同時接続数：15台
■W74×H74×H17.3mm
■バッテリー：約20時間
■重量：約128g

■画面サイズ：12.9インチ
■解像度：2732×2048
■容量：256GB
■バッテリー：10時間
■重量：631g
■サイズ：280.6×214.9×5.9mm

■画面サイズ：12.9インチ
■解像度：2732×2048
■容量：256GB
■バッテリー：10時間
■重量：631g
■サイズ：280.6×214.9×5.9mm

■画面サイズ：12.9インチ
■解像度：2732×2048
■容量：256GB
■バッテリー：10時間
■重量：631g
■サイズ：280.6×214.9×5.9mm



厳選アイテム厳選アイテム特価 ノートパソコン特価 ノートパソコン

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）

PC-VKL27BJGHC84ZCZZY

ノートパソコン 注文番号 1912010401

Core i3搭載
１2.5型液晶モデル
タッチパネル2in1
B5サイズ

Core i3搭載
１2.5型液晶モデル
タッチパネル2in1
B5サイズ

台数限定商品の為、完売の際は代替商品でご案内します台数限定商品の為、完売の際は代替商品でご案内します

サイズ:307.7×17.8×209.8mm
バッテリー駆動時間:約16.5時間
サイズ:307.7×17.8×209.8mm
バッテリー駆動時間:約16.5時間

ノートパソコン 注文番号 1912010402

ノートパソコン 注文番号 1912010403 ノートパソコン 注文番号 1912010404

デスクトップパソコン 注文番号 1912010405 デスクトップパソコン 注文番号 1912010406

デスクトップパソコン 注文番号 1912010407 デスクトップパソコン 注文番号 1912010408

限定
特価 69,800円税込

約1.23kg12.5型
ワイド液晶

■CPU：Core i3-7130U
■メモリ：4GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.5インチ(1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

サイズ:376×246×22.5mm

Pro
(64bit)

PR53JBEBSNGBE

Core i5搭載 １3.3型液晶モデル
軽量コンパクトボディでオールインワン
Core i5搭載 １3.3型液晶モデル
軽量コンパクトボディでオールインワン

サイズ:316×18.2～22.4×229mm
バッテリー駆動時間:約16.5時間
サイズ:316×18.2～22.4×229mm
バッテリー駆動時間:約16.5時間

限定
特価 99,800円税込

約1.4kg13.3型
ワイド液晶

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：16GB（カスタマイズ）
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■13.3インチ(1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Home
(64bit)

Home
(64bit)

HP ProBook 430 G5
(4BN42PA#ABJ)

Corei5搭載13.3型液晶モデル
台数限定特価
Corei5搭載13.3型液晶モデル
台数限定特価

サイズ:326×19.8×234mm
バッテリー駆動時間:約13.2時間
サイズ:326×19.8×234mm
バッテリー駆動時間:約13.2時間

限定
特価 119,800円税込

約1.49kg13.3型
ワイド液晶

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ(1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

LIFEBOOK A359/BX
FMVA41006Pカスタマイズ

Core i3搭載15.6型液晶モデルCore i3搭載15.6型液晶モデル

サイズ:378×24.4～30×255mm
バッテリー駆動時間:約3.9時間
サイズ:378×24.4～30×255mm
バッテリー駆動時間:約3.9時間

限定
特価 99,800円税込

約2.1kg

■CPU：Core i3-8130U
■メモリ：8GB
■SSD：500GB（カスタマイズ）
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ（1366×768）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Home
(64bit)

Pavilion x360 14-cd0000
 (5EA32PA-AAAE)

Core i3搭載14.0型液晶モデル
１4型コンバーチブル2in1
Core i3搭載14.0型液晶モデル
１4型コンバーチブル2in1

サイズ:324×19.5～20×225mm
バッテリー駆動時間:約9時間
サイズ:324×19.5～20×225mm
バッテリー駆動時間:約9時間

限定
特価 67,800円税込

約1.64kg14.0型
ワイド液晶

■CPU：Core i3-8130U
■メモリ：4GB（オンボード）
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14.0インチ(1920×1080)
　タッチパネル
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

HP 15s-du1000 
(8NV82PA-AAAA)

Core i3搭載15.6型液晶モデル
指紋認証付き
Core i3搭載15.6型液晶モデル
指紋認証付き

サイズ:358×19.9～22×242mm
バッテリー駆動時間:約12時間
サイズ:358×19.9～22×242mm
バッテリー駆動時間:約12時間

限定
特価 69,800円税込

約1.74kg15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i3-10110U
■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

Pro
(64bit)

GF63-9SC-272JP
サイズ:359×21.7×254
バッテリー駆動時間:約7時間
サイズ:359×21.7×254
バッテリー駆動時間:約7時間

限定
特価 136,800円税込

約1.86kg15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i7-9750H(2.6GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ（1366×768）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Home
(64bit)

Home
(64bit)

Pavilion 15-cu1000
 (5XN12PA-AAAA)

Core i7搭載15.6型液晶モデル
ロイヤルブルー
Core i7搭載15.6型液晶モデル
ロイヤルブルー

Core i7搭載15.6型液晶モデル
GeForce GTX1650 Max-Qデザイン
Core i7搭載15.6型液晶モデル
GeForce GTX1650 Max-Qデザイン

サイズ:376×22.5×248
バッテリー駆動時間:約9時間
サイズ:376×22.5×248
バッテリー駆動時間:約9時間

限定
特価 119,800円税込

約2.07kg15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i7-8565U(1.8GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：128GB+HDD1TB
■DVDライター
■15.6インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit msimsi
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Pro
(64bit)

厳選アイテム厳選アイテム特価 デスクトップパソコン特価 デスクトップパソコン

Aspire X XC-830-F14Q 89,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

59,800円税込
メモリ8GBモデル

49,800円税込
メモリ4GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010501

■CPU：CeleronJ4005 2.0GHz
■メモリ：4GB（8GB）
■SSD：128GB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.0×2/ 
　USB2.0×4
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1
　IEEE802.11 a/b/g/n/ac
■映像端子：VGA×1/HDMI×1 
■Win10 Pro 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:100×354×298mmサイズ:100×354×298mm

Pro
(64bit)

ThinkCentre M710s 10M8S1VN00 99,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

69,800円税込
メモリ8GBモデル

59,800円税込
メモリ4GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010502

■CPU：Cel G3930 2.9GHz
■メモリ：4GB（64GB）
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.0×6/
　USB2.0×2/シリアルポート
■ネットワーク：LAN×1 
■映像端子：VGA×1/DisplayPort×1
■Win10 Pro 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:89×340×290.5mmサイズ:89×340×290.5mm

Pro
(64bit)

ProDesk 400 G6 6EF24AV-ABJX 119,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

89,800円税込
メモリ8GBモデル

79,800円税込
メモリ4GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010503

■CPU：Core i3-9100 3.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.1×4/
　USB2.0×4 
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1
■映像端子：VGA×1/
　DisplayPort×1
■Win10 Pro 64bit

Core i3搭載Core i3搭載

サイズ:270×296×95mmサイズ:270×296×95mm

Pro
(64bit)

ESPRIMO D588/TX FMVD38039P 129,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

99,800円税込
メモリ8GBモデル

89,800円税込
メモリ4GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010504

■CPU：Core i3-8100 3.6GHz
■メモリ：4GB（8GB）
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.0×4/
　USB2.0×2
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1
■映像端子：VGA×1/DVD-D×1/
　DiplayPort×1
■Win10 Pro 64bit

Core i3搭載Core i3搭載

サイズ:89×338×332mmサイズ:89×338×332mm

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

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

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

EliteDesk 800 G4 2YH15AV-ADVT 114,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

84,800円税込
メモリ8GBモデル

74,800円税込
メモリ4GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010505

■CPU：Core i5-8500T 2.1GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB　■DVD-マルチ
■接続端子：USB-TYPE C×1/USB3.1×6/USB2.0×4
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1
■映像端子：VGA×1/DisplayPort×2
■Win10 Pro 64bit

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:177×175×34mmサイズ:177×175×34mm

Pro
(64bit)

ESPRIMO D588/TX FMVD40014P 134,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

104,800円税込
メモリ8GBモデル

94,800円税込
メモリ4GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010506

■CPU：Core i5-8500 3.0GHz
■メモリ：4GB（8GB）
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.0×4/
　USB2.0×2
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1
■映像端子：VGA×1/DVD-D×1/
　DiplayPort×1
■Win10 Pro 64bit

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:89×338×332mmサイズ:89×338×332mm

Pro
(64bit)

OptiPlex 5070 SFF DTOP062-003N3 159,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

139,800円税込
メモリ16GBモデル

119,800円税込
メモリ8GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010507

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB（最大64GB）
■HDD：HDD1TB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.0×4/
　USB2.0×4
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1 
■映像端子：VGA×1/
　DisplayPort×2
■Win10 Pro 64bit

Core i7搭載Core i7搭載

サイズ:92.6×292×290mmサイズ:92.6×292×290mm

Pro
(64bit)

dynaDesk DT100 dynaDesk DT100 169,800円税込
メモリ8GB+SSD500GBモデル

149,800円税込
メモリ16GBモデル

129,800円税込
メモリ8GBモデル

デスクトップパソコン 注文番号 1912010508

■CPU：Core i7-8700 3.2GHz
■メモリ：8GB（16GB）
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■接続端子：USB3.1×2/
　USB3.0×4/USB2.0×2
■ネットワーク：LAN(RJ-45）×1
　IEEE802.11 a/b/g/n/ac
■映像端子：VGA×1/HDMI×1/
　DisplayPort×1
■Win10 Pro 64bit

Core i7搭載Core i7搭載

サイズ:100×290×270mmサイズ:100×290×270mm
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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 16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 1912010602 注文番号 1912010603

16型
〔共通仕様〕
■16インチRetinaディスプレイ
■3,072×1,920ピクセル標準解像度
■Thunderbolt 3ポートx4

16インチ MacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー)
16インチ MacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー)

最高を作る人に最高のツールを。最高を作る人に最高のツールを。

約2.0kg

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 2,666MHz DDR4メモリ
■Radeon Pro 5300M(4GB GDDR6メモリ搭載） 250,580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）

■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 i7 2.3GHz)
■16GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Radeon Pro 5500M(4GB GDDR6メモリ搭載） 294,580294,580円税込

アカデミック価格
SSD1TBモデル（TouchBarあり）SSD1TB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

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 1912010601

注文番号 1912010604 注文番号 1912010605

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 1912010606Mac 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 1912010607 注文番号 1912010608

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 1912010609

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



注文番号 1912010702

厳選アイテム厳選アイテム中古 パソコン ( ノート・デスクトップ )中古 パソコン ( ノート・デスクトップ )

Pro
(64bit)

Core i5モデルCore i5モデル
13.3インチモバイルノート 14.0インチモバイルノート注文番号 1912010701

Dynabook
R734W10P

Core i5モデルCore i5モデル
Pro

(64bit)

「ご予算の中でＮＡＳやサーバはいかがですか？」
新品として取得なさっていたご予算を中古にすることでご予算にゆとりができます。
データの保全のために、ＮＡＳやファイルサーバを手配なさいませんか？
詳しくはスタッフまでお声がけくださいませ。

限定
特価 69,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 49,800円税込

標準HDD320GBモデル

■Core i5 4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

CF-LX4EDH
CSW10P

限定
特価 99,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 75,800円税込

標準HDD250GBモデル

■Core i5 5300M 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD:250GB
■DVDスーパーマルチ
■14.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 5300M 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD:250GB
■DVDスーパーマルチ
■14.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 5300M 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD:250GB
■DVDスーパーマルチ
■14.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

注文番号 1912010703

Core i5モデルCore i5モデル
12.1インチモバイルノート

Pro
(64bit)

CF-SX3JDHCS
(S512W10P)

限定
特価 99,800円税込

メモリ8GBモデル

限定
特価 94,800円税込

メモリ4GBモデル

■Core i5 4310M 2.0GHz
■メモリ：4GB
■SSD:512GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 4310M 2.0GHz
■メモリ：4GB
■SSD:512GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 4310M 2.0GHz
■メモリ：4GB
■SSD:512GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

注文番号 1912010705

Pro
(64bit)

Core i5モデルCore i5モデル
15インチノート /A4サイズ 15インチノート /A4サイズ注文番号 1912010704

PB554MFB
127AA71W10P

Core i3モデルCore i3モデル
Home
(64bit)

Home
(64bit)

限定
特価 64,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 37,800円税込

標準HDD320GBモデル

■Core i3 4100M 2.5GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVD-ROM
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i3 4100M 2.5GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVD-ROM
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i3 4100M 2.5GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVD-ROM
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

ThinkPad
L540

限定
特価 89,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 59,800円税込

標準HDD320GBモデル

■Core i5 4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i5 4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

注文番号 1912010706

Core i7モデルCore i7モデル
15インチノート /A4サイズ

LIFEBOOK
E742/E320G/W10H

限定
特価 99,800円税込

高速SSD960GBモデル

限定
特価 69,800円税込

標準HDD320GBモデル

■Core i7 3520M 2.9GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i7 3520M 2.9GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■Core i7 3520M 2.9GHz
■メモリ：4GB
■HDD:320GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

注文番号 1912010708

Pro
(64bit)

デスクトップパソコン 注文番号 1912010707

ESPRIMO
D752

Core i5モデルCore i5モデル

限定
特価 69,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 39,800円税込

標準HDD250GBモデル

■Core i5 3470 3.2GHz
■メモリ：4GB
■HDD:250GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書(90日間)

■Core i5 3470 3.2GHz
■メモリ：4GB
■HDD:250GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書(90日間)

■Core i5 3470 3.2GHz
■メモリ：4GB
■HDD:250GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書(90日間)

※ディスプレイは別売りです。
※完売の際には同等機種でご案内させていただきます。"

Pro
(64bit)

デスクトップパソコン

PRODESK
600 G1

Core i5モデルCore i5モデル

限定
特価 72,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 46,800円税込

標準HDD500GBモデル

■Core i5 4590 3.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD:500GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)、
　30日間保証

■Core i5 4590 3.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD:500GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)、
　30日間保証

■Core i5 4590 3.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD:500GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)、
　30日間保証

※ディスプレイは別売りです。
※完売の際には同等機種でご案内させていただきます。"

注文番号 1912010709

Pro
(64bit)

デスクトップパソコン

OPTIPLEX
7040 SFF I7

Core i7モデルCore i7モデル

限定
特価 119,800円税込

高速SSD480GBモデル

限定
特価 92,800円税込

標準HDD500GBモデル

■Core i7 6700 3.4GHz
■メモリ：8GB
■HDD:500GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書(90日間)

■Core i7 6700 3.4GHz
■メモリ：8GB
■HDD:500GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書(90日間)

■Core i7 6700 3.4GHz
■メモリ：8GB
■HDD:500GB
■DVDスーパーマルチ
■Win10Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書(90日間)

※ディスプレイは別売りです。
※完売の際には同等機種でご案内させていただきます。"
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●OS:Windows 10 Pro 64bit
●CPU:Core i3-9100（4コア/4スレッド/3.6GHz/tb4.2GHz/6MB/65W/
　UHD630） DDR4-2400
●メモリ：8GB（8GB×1）DDR4 2666（PC4-21300）
●ストレージ：SSD 500GB　●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック： インテル UHDグラフィック （DVI-D×1, VGA×1, HDMI×1）
●キーボード・マウス：付属　●保証：1年間センドバック
●サイズ：約(H)330×(W)96×(D)365mm　●電源：300W 静音電源

BTO短納期

安心の

1年間
保証付

デスクトップパソコン 特別限定モデル！

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1912010801

注文番号 1912010802

高速CPU＆SSD搭載モデル！
全モデルカスタマイズ可能な短納期BTOデスクトップPCシリーズ

BTO BT-i39100AS1H500SSD16

●OS:Windows 10 Pro 64bit
●CPU:Core i5-8400（6コア/6スレッド/2.8GHz/tb4.0GHz/9MB/65W/
　UHD630） DDR4-2666
●メモリ：8GB （8GB×1） DDR4 2666（PC4-21300）
●ストレージ：SSD 500GB　●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック： インテル UHDグラフィック （DVI-D×1, VGA×1, HDMI×1）
●キーボード・マウス：付属　●保証：1年間センドバック
●サイズ：約(H)330×(W)96×(D)365mm　●電源：300W 静音電源

安心の

1年間
保証付

限定
特価 99,800円税込
BTO BT-i58400AS1H500SSD15

注文番号 1912010803●OS:Windows 10 Pro 64bit
●CPU:Core i7-8700 （6コア/12スレッド/3.2GHz/tb4.6GHz/12MB/65W/
　UHD630）　DDR4-2666
●メモリ：8GB （8GB×1） DDR4 2666（PC4-21300）
●ストレージ：SSD 500GB　●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック： インテル UHDグラフィック （DVI-D×1, VGA×1, HDMI×1）
●キーボード・マウス：付属　●保証：1年間センドバック
●サイズ：約(W)102×(D)390×(H)338mm　●電源：300W 静音電源

安心の

1年間
保証付

限定
特価 129,800円税込
BTO BT-i78700AS1H500SSD13

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

パソコンの保証
延長なさいませんか?

パソコンの保証
延長なさいませんか?

メーカー保証が切れた後も修理代をカバー！メーカー保証が切れた後も修理代をカバー！

パソコン修理延長保証（3年間・5年間）パソコン修理延長保証（3年間・5年間）

わずかな保証金でわずかな保証金で 安心保証

安心してパソコンを
ご利用頂くために

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）

19,250円税込19,25019,25019,250円税込5年間保証
アプライドW5保証

13,750円税込13,75013,75013,750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！
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限定
特価 296,780円税込

ご予算 ～50万円

CERVO-Calcul-Type-TX7

●OS:Windows 10 Pro 64bit
●CPU:intel Core i7 9800X 8コア/16スレッド/3.8GHz/tb4.4GHz
●メモリ：32GB （8GB×4） DDR4 2666（PC4-21300）
●SSD:256GB
●HDD:1TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●VGA：GeForce GT710 DDR3 2GB 
　　　　（DVI-I×1/VGA×1/HDMI×1）
●電源：700W 80PLUS GOLD認証
●保証：3年間センドバック保証

注文番号 1912010901

ご予算 ～50万円

数値計算用の簡易ワークステーションや、クリエイティブな作業に求められる処理速
度と表現性を重視したワークステーション。

HPC ご予算別 ワークステーション

低価格ワークステーション！
デスクサイドにも置ける
静音設計！

安心の

3年間
保証付

限定
特価 460,900円税込
CERVO-Calcul-Type-TX9

●OS:Windows 10 Pro 64bit
●CPU:intel Core i9 9900X 10コア/20スレッド 3.5GHz/tb4.4GHz
●メモリ：64GB （16GB×4） DDR4 2666（PC4-21300）
●SSD:512GB
●HDD:1TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●VGA：GeForce GT710 DDR3 2GB 
           （DVI-I×1/VGA×1/HDMI×1）
●電源：700W 80PLUS GOLD認証
●保証：3年間センドバック保証

低価格ながらに10コア
20スレッドのパワフル
CPUを搭載した
ワークステーション！

安心の

3年間
保証付

注文番号 1912010902

限定
特価 713,900円税込

ご予算 ～100万円

CERVO Grasta Type-ES1S

●OS:Ubuntu18.04LTS インストール代行
●CPU:【2CPU】Xeon Silver 4114 2.20GHｚ
　　　 （最大3.0GHz）10C/20T
●メモリ：64GB （8GB×8） DDR4-2400 1.2V
　　　　 Registered ECC DIMM
●HDD:1TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●VGA：NVIDIA Quadro P400 2GB DDR5 （miniDPx3）
●電源：1200W 80PLUS Platinum認証
●保証：3年間センドバック保証

●OS:CentOS 7.x 64bit インストール代行
●CPU:【2CPU】Xeon Silver 4114 2.20GHｚ 
          （最大3.0GHz）10C/20T
●メモリ：256GB （16GB×16） DDR4-2400 1.2V
　　　　 Registered ECC DIMM
●HDD:1TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●VGA：NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5 （miniDPx4）
●電源：1200W 80PLUS Platinum認証
●保証：3年間センドバック保証注文番号 1912010903

ご予算 ～100万円
2CPU構成、高耐久部材を
使用したCPU並列計算向け
ワークステーション！

安心の

3年間
保証付

限定
特価 979,660円税込
CERVO Grasta Type-ES1SSW06

GROMACS向け
最適構成な
ワークステーション！

安心の

3年間
保証付

注文番号 1912010904
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ご予算 ～150万円ご予算 ～150万円

ご予算 ～200万円ご予算 ～200万円

HPC ご予算別 ワークステーション

限定
特価 1,498,000円税込
CERVO-GRASTA
WST-XS6240x2S3Q1TTNVM

注文番号 1912011001

安心の

3年間
保証付

●OS:Windows 10 Pro Workstation 64bit
●CPU:【2CPU】Xeon GOLD 6240 2.60GHz
　(最大3.90GHz) 18コア/36スレッド
●メモリ：192GB(16GBx12)
●SSD:1TBGB
●HDD:10TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●GPU：NVIDIA Quadro RTX4000 8GB GDDR6(DPx3)
●電源：1200W 80PLUS Platinum認証
●保証：3年間センドバック保証

1CPU構成、
Windows 10 Pro 
Workstationモデル

限定
特価 1,788,000円税込
CERVO-GRASTA
WST-XS6230x2S3Q1TTSD

注文番号 1912011003

安心の

3年間
保証付

●OS:Windows 10 Pro WorkStation 64bit
●CPU:【2CPU】Xeon GOLD 6230 2.10GHz
　(最大3.90GHz) 20コア/40スレッド
●メモリ：192GB(16GBx12)
●SSD:1TBGB
●HDD:10TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●GPU：NVIDIA Quadro RTX4000 8GB GDDR6 (DPx3)
●電源：2200W 80PLUS TITANIUM認証 冗長化電源ユニット
●保証：3年間センドバック保証

2CPU構成、
Windows 10 Pro
Workstationモデル

限定
特価 1,398,000円税込
CERVO-GRASTA
WST-XS5218x2S3Q500TNVM

注文番号 1912011002

安心の

3年間
保証付

●OS:Ubuntu 18.04LTS インストール代行
●CPU:【2CPU】Xeon GOLD 5218 2.30GHz
　(最大3.90GHz)16C/32スレッド
●メモリ：192GB(16GBx12)
●SSD:500GB
●HDD:10TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●GPU：NVIDIA Quadro RTX5000 16GB GDDR6
　(DPx4、USB Type-C x1）
●電源：1200W 80PLUS Platinum認証
●保証：3年間センドバック保証

2CPU構成、
Ubuntuモデル、
Quadro RTX5000搭載

限定
特価 1,878,000円税込
CERVO-GRASTA
WST-XS6242x2S3Q1TTNVM

注文番号 1912011004

安心の

3年間
保証付

●OS:Ubuntu 18.04LTS インストール代行
●CPU:【2CPU】Xeon GOLD 6242 2.80GHz
　（最大3.90GHz) 16コア/32スレッド
●メモリ：192GB(16GBx12)
●SSD:1TBGB
●HDD:10TB 高耐久
●DVDスーパーマルチドライブ
●GPU：NVIDIA Quadro RTX5000
　16GB DDR6 (DPx4、USB Type-C x1）
●電源：1200W 80PLUS Platinum認証
●保証：3年間センドバック保証

2CPU構成、
Ubuntuモデル、
Quadro RTX5000搭載

「正式お見積り依頼」と「仕様書のダウンロード」が簡単にできます!
アプライドHPC&BTO

https://bto.applied.ne.jp/bto_guide.html

アプライドHPC&BTOは商品をじっくり選んで 詳しくはこちら
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おすすめポイント!

CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe1

①高クロック数3.6GHz 4コア8スレッドCPU搭載！
②ストレージは耐久SSD512GB搭載で高速起動！

CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe2

『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

注文番号 1912011101

● OS：Ubuntu 18.04 LTS 64bit ※インストール代行
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● チップセット：Intel C422 Expres
● 電源：900W 80PLUS GOLD認証
● キーボード・マウス付属(ディスプレイ別売)
● 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

「ReNomパッケージインストール特別モデル」

限定
特価 825,000円

注文番号 1912011102

ReNomプラットフォームは、Deep Learningに留まらず、機械学
習や深層強化学習などのアルゴリズムを組み合わせることで幅広
い産業分野で活用されており、非商用（学術目的や製品評価目的
など）であれば無償で使用できます。

一見全く関係の無さそうな
データが密接に関係してい
る場合があります

ReNom TDAを使えばパラメ
ータやデータの関係性を視覚
的に把握できます

短時間でモデル構築が可能 !

GUIですぐに精度の確認、比較ができる

万が一、精度が出ない時はタグ付けに立ち返りモデルの再構築ができる

試行錯誤も容易に繰り返しができる

エンジニアでなくてもモデル構築が可能!
これまでエンジニアが３～4ヶ月をかけて行っていた「タグ付け」「モデル構築」
「評価」作業を、数日～1週間で行うことができる

一連のモデル開発の作業をGUIで行え、難しいアルゴリズム（YOLOv1、YOLOv2、
SSD)や、パラメータの事が分からなくてもモデル構築ができる

直感的にさまざまなパターンの学習結果をすぐに確認することができ適切なアルゴ
リズムとパラメータの設定が理解できるようになる

1

2

3

1

2

3

機械学習／深層学習フレームワーク

特徴1 特徴2

税込

32GB
DDR4(8GB×4)

Quadro P5000
16GB

Xeon W-2123
4-Core(3.6GHz)

CPU

SSD512GB
HDD4TB

ストレージ

グラフィックス メモリ

32GB
DDR4(8GB×4)

Quadro P5000
16GB 2基

Xeon W-2135
6-Core(3.7GHz)

CPU

SSD512GB
HDD4TB

ストレージ

グラフィックス メモリ

ReNom インストール済み

おすすめポイント!
①GPUにQuadro P5000を2基搭載し、GPUを
　使った演算性能をより高めたモデル!
②計算機専用ルームを必要としない静音仕様で、設置
　場所を選ばず!

● OS：Ubuntu 18.04 LTS 64bit ※インストール代行
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● チップセット：Intel C422 
● 電源：900W 80PLUS GOLD認証
● キーボード・マウス付属(ディスプレイ別売)
● 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 限定

特価 1,650,000円税込ReNom インストール済み
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ご不安な設置作業についてもお気軽にご相談ください。別途御見積させていただきます。

注文番号 1912011201大型ディスプレイ

限定
特価 71,980円税込 59,800円税込

大型モニタを始めるなら大型モニタを始めるなら大型モニタを始めるなら 約13.38kg

LCD-E506LCD-E506

■サイズ：50インチ
■解像度：1920×1080
■接続端子：VGA×1/HDMI×1/RCA×1
■サイズ：683.7×1123.6×255mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：3年間

■サイズ：50インチ
■解像度：1920×1080
■接続端子：VGA×1/HDMI×1/RCA×1
■サイズ：683.7×1123.6×255mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：3年間

■サイズ：50インチ
■解像度：1920×1080
■接続端子：VGA×1/HDMI×1/RCA×1
■サイズ：683.7×1123.6×255mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：3年間

厳選アイテム厳選アイテム大型デイスプレイ特集大型デイスプレイ特集

50型
ワイド液晶

約13.8kg55型
ワイド4K

モニターデスク
CR-PL35BK（送料込）

注文番号 1912011202大型ディスプレイ

限定
特価 71,980円税込 59,800円税込

4Kをお求めやすい価格で4Kをお求めやすい価格で4Kをお求めやすい価格で

DKS-4K55DG3DKS-4K55DG3

■サイズ：55インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(2.0)×3/VGA×1/
　　　　　  コンポジット(3in1)×1
■サイズ：776×1243×225mm
            (スタンド付属)
■保証期間：1年間

■サイズ：55インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(2.0)×3/VGA×1/
　　　　　  コンポジット(3in1)×1
■サイズ：776×1243×225mm
            (スタンド付属)
■保証期間：1年間

■サイズ：55インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(2.0)×3/VGA×1/
　　　　　  コンポジット(3in1)×1
■サイズ：776×1243×225mm
            (スタンド付属)
■保証期間：1年間 モニターデスク

CR-PL35BK（送料込）

安心の

3年間
保証付

安心の

1年間
保証付

注文番号 1912011203大型ディスプレイ

限定
特価 129,800円税込 59,800円税込

5年保証付きモデル5年保証付きモデル5年保証付きモデル 約18kg

55BDL4050D/1155BDL4050D/11

■サイズ：54.6インチ（IPS）
■解像度：1920×1080
■接続端子：DVI-I×1/HDMI×2/Displayport×1
■サイズ：710.3×1233.4×45.4mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：5年保証

■サイズ：54.6インチ（IPS）
■解像度：1920×1080
■接続端子：DVI-I×1/HDMI×2/Displayport×1
■サイズ：710.3×1233.4×45.4mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：5年保証

■サイズ：54.6インチ（IPS）
■解像度：1920×1080
■接続端子：DVI-I×1/HDMI×2/Displayport×1
■サイズ：710.3×1233.4×45.4mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：5年保証

54.6型
ワイド液晶

約19.1kg55型
ワイド4K

モニターデスク
CR-PL35BK（送料込）

注文番号 1912011204大型ディスプレイ

限定
特価 149,800円税込 59,800円税込

55インチ
法人様向けモデル
55インチ
法人様向けモデル
55インチ
法人様向けモデル

FW-55BZ35F/BZFW-55BZ35F/BZ

■サイズ：55インチ（IPS)
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：713×1231×52mm
            (スタンド無し)
■保証期間：3年間

■サイズ：55インチ（IPS)
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：713×1231×52mm
            (スタンド無し)
■保証期間：3年間

■サイズ：55インチ（IPS)
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：713×1231×52mm
            (スタンド無し)
■保証期間：3年間 モニターデスク

CR-PL35BK（送料込）

安心の

5年間
保証付

安心の

5年間
保証付

安心の

3年間
保証付

約25.6kg65型
ワイド4K

注文番号 1912011206大型ディスプレイ

限定
特価 289,800円税込 59,800円税込

65インチ
法人向けモデル
65インチ
法人向けモデル
65インチ
法人向けモデル

FW-65BZ35F/BZFW-65BZ35F/BZ

■サイズ：65インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：836×1450×52mm (スタンド無し)

■サイズ：65インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：836×1450×52mm (スタンド無し)

■サイズ：65インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：836×1450×52mm (スタンド無し)

モニターデスク
CR-PL35BK（送料込）

約38.9kg75型
ワイド4K

注文番号 1912011207大型ディスプレイ

限定
特価 499,800円税込 219,800円税込

75インチ
法人向けモデル
75インチ
法人向けモデル
75インチ
法人向けモデル

FW-75BZ35F/BZFW-75BZ35F/BZ

モニターデスク
CR-PL24BK（送料込）

注文番号 1912011205大型ディスプレイ

限定
特価 179,800円税込 59,800円税込

約23.3kg

LCD-M4K651XDBLCD-M4K651XDB

■サイズ：65インチ（TFG/ADS)
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(4K 60p)×1/HDMI×2/
　　　　　  Displayport×1
■サイズ：902×1461×264mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：5年間

■サイズ：65インチ（TFG/ADS)
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(4K 60p)×1/HDMI×2/
　　　　　  Displayport×1
■サイズ：902×1461×264mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：5年間

■サイズ：65インチ（TFG/ADS)
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI(4K 60p)×1/HDMI×2/
　　　　　  Displayport×1
■サイズ：902×1461×264mm
　　　   (スタンド付属)
■保証期間：5年間

65型
ワイド4K

モニターデスク
CR-PL35BK（送料込）

65インチ
エントリーモニタ
65インチ
エントリーモニタ
65インチ
エントリーモニタ

■サイズ：75インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：963×167.3×54mm (スタンド無し)

■サイズ：75インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：963×167.3×54mm (スタンド無し)

■サイズ：75インチ（IPS）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×4/コンポーネント×1
　　　　　 ビデオ×2
■サイズ：963×167.3×54mm (スタンド無し)

約64kg74.5型
ワイド4K

注文番号 1912011208大型ディスプレイ

限定
特価 549,800円税込 219,800円税込

マルチタッチ付き
ディスプレイ
マルチタッチ付き
ディスプレイ
マルチタッチ付き
ディスプレイ

C7520QTC7520QT

モニターデスク
CR-PL24BK（送料込）

■サイズ：74.5インチ（IPS/タッチパネル付）
■解像度：3840×2160
■接続端子：VGA×1/HDMI×3/DP×1
■サイズ：1017×1735×791mm (スタンド無し)
■保証期間：3年間

■サイズ：74.5インチ（IPS/タッチパネル付）
■解像度：3840×2160
■接続端子：VGA×1/HDMI×3/DP×1
■サイズ：1017×1735×791mm (スタンド無し)
■保証期間：3年間

■サイズ：74.5インチ（IPS/タッチパネル付）
■解像度：3840×2160
■接続端子：VGA×1/HDMI×3/DP×1
■サイズ：1017×1735×791mm (スタンド無し)
■保証期間：3年間

型
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注文番号 1912011301A3カラーレーザー複合機

限定
特価 339,800円税込

機能を絞ったシンプルモデル
導入しやすいA3カラー複合機
機能を絞ったシンプルモデル
導入しやすいA3カラー複合機
機能を絞ったシンプルモデル
導入しやすいA3カラー複合機

約62kg

MC843DNWMC843DNW

■A3カラーレーザー
■コピー、プリント、スキャナー（FAXなし）
■印刷速度：23PPM
■メモリ1.28GB
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W563×D600×H700mm
■搬入・設置・設定料金込み
■5年間無償保証

■A3カラーレーザー
■コピー、プリント、スキャナー（FAXなし）
■印刷速度：23PPM
■メモリ1.28GB
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W563×D600×H700mm
■搬入・設置・設定料金込み
■5年間無償保証

■A3カラーレーザー
■コピー、プリント、スキャナー（FAXなし）
■印刷速度：23PPM
■メモリ1.28GB
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W563×D600×H700mm
■搬入・設置・設定料金込み
■5年間無償保証

厳選アイテム厳選アイテム大型プリンタ特集　大型プリンタ特集　
注文番号 1912011302A3カラーレーザー複合機

安心の

5年間
保証付

注文番号 19120113043Dプリンター注文番号 1912011303A0ノビ大判プリンター

A3
カラーレーザー複合機

限定
特価 498,000円税込

オフィスが広くなる小型設計と高い静音性
ビジネスシーンを選ばないマルチパーパスプリンター
オフィスが広くなる小型設計と高い静音性
ビジネスシーンを選ばないマルチパーパスプリンター
オフィスが広くなる小型設計と高い静音性
ビジネスシーンを選ばないマルチパーパスプリンター

約60kg

ImagePRGRAF
TM-305
ImagePRGRAF
TM-305

■最大用紙：A0ノビ
■最高解像度：2400×1200dpi
■対応用紙：ロール紙、カット紙
■専用スタンド：付属
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W1,289×D757×H1060mm（スタンド含む）
■搬入・設置・設定料金込み

■最大用紙：A0ノビ
■最高解像度：2400×1200dpi
■対応用紙：ロール紙、カット紙
■専用スタンド：付属
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W1,289×D757×H1060mm（スタンド含む）
■搬入・設置・設定料金込み

■最大用紙：A0ノビ
■最高解像度：2400×1200dpi
■対応用紙：ロール紙、カット紙
■専用スタンド：付属
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W1,289×D757×H1060mm（スタンド含む）
■搬入・設置・設定料金込み

A0
ノビ大判プリンター

3D
プリンター

限定
特価 498,000円税込

用紙を最大110枚までセットできる「RADF」
（自動両面原稿送り装置）を搭載
両面スキャンにも対応

用紙を最大110枚までセットできる「RADF」
（自動両面原稿送り装置）を搭載
両面スキャンにも対応

用紙を最大110枚までセットできる「RADF」
（自動両面原稿送り装置）を搭載
両面スキャンにも対応

約94kg

MC843DNWV
（4段トレイセット）
MC843DNWV
（4段トレイセット）

■A3カラーレーザー
■コピー、プリント、スキャナー（FAXなし）
■印刷速度：23PPM
■メモリ：1.28GB
■4段トレイセット
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W563×D600×H1216mm
■搬入・設置・設定料金込み
■5年間無償保証

■A3カラーレーザー
■コピー、プリント、スキャナー（FAXなし）
■印刷速度：23PPM
■メモリ：1.28GB
■4段トレイセット
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W563×D600×H1216mm
■搬入・設置・設定料金込み
■5年間無償保証

■A3カラーレーザー
■コピー、プリント、スキャナー（FAXなし）
■印刷速度：23PPM
■メモリ：1.28GB
■4段トレイセット
■接続端子：USB,有線LAN,無線LAN
■寸法：W563×D600×H1216mm
■搬入・設置・設定料金込み
■5年間無償保証 安心の

5年間
保証付

A3
カラーレーザー複合機

限定
特価 998,000円税込

高いコストパフォーマンスと大きな造形エリア高いコストパフォーマンスと大きな造形エリア高いコストパフォーマンスと大きな造形エリア

約41kg

REPLICATOR
Z18 3D Printer本体
REPLICATOR
Z18 3D Printer本体

■造形方式：熱溶解積層法方式
■モデルワークサイズ：305(W)x305(D)x457(H)mm
■筐体寸法：493(W)x565(D)x854(H)mm
■MakerBot Print 造形データ作成用ソフトウェア
■対応OS：Windows、MacOSX、,Linux
■PLA材料Lサイズ(900g)x1巻、ビルドテープ
■1年部品保証（センドバック保守）
■搬入・設置料金込み

■造形方式：熱溶解積層法方式
■モデルワークサイズ：305(W)x305(D)x457(H)mm
■筐体寸法：493(W)x565(D)x854(H)mm
■MakerBot Print 造形データ作成用ソフトウェア
■対応OS：Windows、MacOSX、,Linux
■PLA材料Lサイズ(900g)x1巻、ビルドテープ
■1年部品保証（センドバック保守）
■搬入・設置料金込み

■造形方式：熱溶解積層法方式
■モデルワークサイズ：305(W)x305(D)x457(H)mm
■筐体寸法：493(W)x565(D)x854(H)mm
■MakerBot Print 造形データ作成用ソフトウェア
■対応OS：Windows、MacOSX、,Linux
■PLA材料Lサイズ(900g)x1巻、ビルドテープ
■1年部品保証（センドバック保守）
■搬入・設置料金込み

型
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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
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ル
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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!
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テ大学の研究室・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

　　1カ月
しかありません!!

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！
そのまま
使い続けるの

は危険!危険!

残り

SSD480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード 39,80039,800円
税込

円
税込

21,60021,600円税込円税込

PC1台

PC1台

PC1台

PC1台

※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代金は別途必要になる事がございます。

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 !

ご利用のパソコンの OS(Windows7) を
Windows10 にソフトウェアをアップグレー
ドします。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！

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 !

環境
丸ごと
移行

データ
設定等

面倒な入れ替え作業はすべてアプライドにお任せ!複数台まとめてお申し込みの場合は別途お見積り致します！どうぞご相談ください！

HDD

SSD

への交換

SSD480GB

SSD1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード 59,80059,800円
税込

円
税込

SSD1TB

SSD2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード 79,80079,800円
税込

円
税込

SSD2TB

スタンダードプラン
SSD 480GB込

OSをWindows10にアップグレード致します。

スタンダードプラン
SSD 1TB込

スタンダードプラン
SSD 2TB込
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WEBサイト制作

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！

面倒な更新作業はおまかせ！WEBサイト更新作業代行！

スマートフォン対応CMSプラン

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)

スマートフォン対応ベーシックプラン

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！

ベーシックプラン
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！

スタンダードプラン アクセスサポートプラン

※デザイン変更・レイアウト変更・新規ページの追加制作など大幅な改修が必要な作業は
　別途お見積りとなります。

・月2回（2時間程度の作業）まで
・テキストの変更、画像の差し替えなどの範囲に限定

1年間の
更新作業
代行料金

・月2回（2時間程度の作業）まで
・テキストの変更、画像の差し替えなどの範囲に限定
・アクセス状況のレポートご提出 （Google Analyticsのレポートにて・年4回想定）

1年間の
更新作業
代行料金

テンプレートプラン
低価格・短納期で制作できる人気のテンプレートプラン！

5ページまで
制作

テンプレート

スマートフォン対応テンプレートプラン

5ページまで
制作

テンプレート スマホ対応
(レスポンシブ)

スマホ対応サイトが安価に作れる
人気のプラン！

スマホは意識せず
とにかくサイトを用意したい！

人気
No.1

更新作業が面倒！
自分では不安なので任せたい！
という方におすすめです。

スタンダードプランに加えて
一目でわかる分析レポートを
４回/年にて提出致します。

Web構築からLaboナビまで科研費を利用した
アウトリーチ活動を支援します！
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