
HPC/BTO
ア プ ラ イ ド W E B サ イ ト

AI、DeepLearning、映像編集、ドローン、HPC/BTO PC アプライドの最先端コンピューター

アプライド HPC/BTO PC専用WEBサイトはこちらより

https://bto.applied.ne.jp/ アプライドHPC

アプライドHPC&BTOはWEBサイトにて商品をじっくり選んで
「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!

たった3分で製品仕様と概算見積もりまで完了!

Step 1 Step 2商品検索・在庫確認 仕様カスタマイズ

項目をチェックStep 3

GPUや用途などから製品を
検索してください。

カスタマイズ見積もりボタン→自由にカスタマイズ!

チェックを入れる

チェックを入れない 仕様書
ダウンロード可能

正式見積もり 弊社営業担当もしくはお電話にてご連絡。その後詳細
な打ち合わせにより必要な項目を選定。コストパフォ
ーマンスの取れた最良なカスタマイズで正式見積もり
を提出します。

ご依頼いただいた内容が仕様書
としてマイページからダウンロー
ドできます。

カスタマイズ見積もりのボタンを
押していただき、自由にカスタマイズく
ださい。お見積り・ご注文へ進むボタン
で次に進んでください。

アプライド
HPC＆BTO

サイトご利用の流れ

研究分野やご利用用途に合わせて幅広いラインナップをご用意しております！

アプライドのHPC
＆BTOサイトがさ
らに使いやすくな
りました！
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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」
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注文番号 2003010201

限定
特価 197,450円税込

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i7-9700 (3.0GHz)
● 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 X4
● 電源:300W（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 

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i7-9700 (3.0GHz)
● 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 X4
● 電源:300W（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-SCSW04

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

BTOパソコン「Be-Clia」シリーズ

Photoshop/Illustrator Photoshop/Illustrator 

「Illustrator」「Photoshop」向けデスクトップ
(スリム・タワー型筐体） 

ソフトウェア別HPC
20 万円～

注文番号 2003010202

限定
特価 304,700円税込

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i9-9900 (3.1GHz)
● 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 X4
● 電源:300W（80PLUS BRONZE）
● 保証期間:1年間（センドバック/延長保証3年付）
● 外形寸法:約(W)102×(D)390×(H)338mm 

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i9-9900 (3.1GHz)
● 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 X4
● 電源:300W（80PLUS BRONZE）
● 保証期間:1年間（センドバック/延長保証3年付）
● 外形寸法:約(W)102×(D)390×(H)338mm 

Be-Clia
Type-SCSW04
(カスタム)

Pro
(64bit)

「Illustrator」「Photoshop」向けデスクトップ
(スリム・タワー型筐体）

30 万円～

安心の

1年間
保証付

注文番号 2003010203

限定
特価 336,160円税込

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i7-9700 (3.0GHz)
● 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 X3
● 電源:500W（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 

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i7-9700 (3.0GHz)
● 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 X3
● 電源:500W（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 

Be-Clia for CAD
Type-MCSW03

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

SOLIDWORKS/3CAD・CAM向けSOLIDWORKS/3CAD・CAM向け

SOLIDWORKS」向け向けデスクトップ
(マイクロ・タワー型筐体） 

30 万円～ 50 万円～

注文番号 2003010204

限定
特価 550,770円税込

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i9-9900 (3.1GHz)
● メモリー:64GB
● ストレージ:500GB NVMe/2TBHDD
● 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 X3
● 電源:750W（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 

● OS:Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー:Intel Core i9-9900 (3.1GHz)
● メモリー:64GB
● ストレージ:500GB NVMe/2TBHDD
● 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 X3
● 電源:750W（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 

Be-Clia for CAD
Type-MCSW03
(カスタム)

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

SOLIDWORKS」向け向けデスクトップ
(マイクロ・タワー型筐体） 

P
C
・
特
集

2

H



BTOパソコン「ワークステーション」シリーズ

注文番号 2003010301

限定
特価 580,690円税込

● OS:CentOS 7.xx 64bit
● プロセッサー:Intel Xeon W-2123 (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 X4
● 電源:900W (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 

● OS:CentOS 7.xx 64bit
● プロセッサー:Intel Xeon W-2123 (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 X4
● 電源:900W (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 

安心の

3年間
保証付

ANSYSANSYS

ANSYS向けワークステーション 
60 万円～ 90 万円～

注文番号 2003010303

限定
特価 990,330円税込

● OS:Ubuntu 18.04 LTS 64bit
● プロセッサー:Xeon 8-Core W-2145
　 3.7GHz (最大4.5Ghz）
● メモリー:128GB (最大4TB)
● 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:QuadroP4000
● 映像出力端子:MiniDisplayPort X4
● 電源:900W（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 

● OS:Ubuntu 18.04 LTS 64bit
● プロセッサー:Xeon 8-Core W-2145
　 3.7GHz (最大4.5Ghz）
● メモリー:128GB (最大4TB)
● 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:QuadroP4000
● 映像出力端子:MiniDisplayPort X4
● 電源:900W（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
OpenFOAM Type-I

OpenFOAMOpenFOAM

中規模解析用デスクトップワークステーション 

90 万円～ 150 万円～

注文番号 2003010304

限定
特価 1,570,690円税込

CERVO
OpenFOAM Type-I
(カスタム)

中規模解析用デスクトップワークステーション 

科学技術計算用途に適したモデルから、2D/3D CADやシミュレーション用途まで、多数のモデルをご用
意しています。また、近年注目を歩ているディープラーニングモデルもラインナップし、フレームワークの
セットアップまで行ってご提供しています。

安心の

3年間
保証付

注文番号 2003010302

限定
特価 968,440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/4TB HDD
● 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 X4
● 電源:900W (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 

● 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/4TB HDD
● 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 X4
● 電源:900W (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

ANSYS向けワークステーション 

● OS:Ubuntu 18.04 LTS 64bit
● プロセッサー:Xeon 10-Core W-2155
　 3.3GHz (最大4.5Ghz）
● メモリー:256GB (最大4TB)
● ストレージ:2TB NVMe/10TB HDD
● 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:MiniDisplayPort X4
● 電源:900W（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 

● OS:Ubuntu 18.04 LTS 64bit
● プロセッサー:Xeon 10-Core W-2155
　 3.3GHz (最大4.5Ghz）
● メモリー:256GB (最大4TB)
● ストレージ:2TB NVMe/10TB HDD
● 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:MiniDisplayPort X4
● 電源:900W（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 

安心の

3年間
保証付
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USB 3.0（USB 2.0互換）対応の
外付けハードディスクドライブ（1TB）

わずか10.3 mmの厚さの
ADATA HV300外付けハードドライブ

わずか10.3 mmの厚さの
ADATA HV300外付けハードドライブ

Extreme Pro CompactFlash
メモリカード

日常の充電作業をファッショナブルに！USB 3.0（USB 2.0互換）対応の
外付けハードディスクドライブ（2TB）

わずか10mmの厚さで35グラムの
軽量仕様

わずか10mmの厚さで35グラムの
軽量仕様

超薄型スタイリッシュなデザイン携帯性に優れた持ちやすいデザイン ケーブル不要
置くだけですぐに充電！

大満足の大容量

Androidスマホで再生できる
DVDドライブ

高性能6軸ジャイロ搭載で
高い安定性を持つドローン

出張のお供にかわいく持ち運べる
ポケットサイズ

同時処理を可能にする
「デュアルコアCPU」
同時処理を可能にする
「デュアルコアCPU」

人間工学に基づいたキーボード無線LAN対応ネットワークカメラ
「Qwatch（クウォッチ）」つながる
安心モデル

ゲーミングマウス ZOWIE EC1コンパクトで折り畳み可能な360°
スイベルデザイン
コンパクトで折り畳み可能な360°
スイベルデザイン

注文番号 2003010601CF64GB

限定
特価 8,980円税込SDCFXPS-

064G-X46
SDCFXPS-
064G-X46

■容量：64GB
■最大転送速度：160 MB/s
■最大書込速度：150 MB/s

■容量：64GB
■最大転送速度：160 MB/s
■最大書込速度：150 MB/s

■容量：64GB
■最大転送速度：160 MB/s
■最大書込速度：150 MB/s

予算別1万未満（20商品選定）
注文番号 20030106021TB

限定
特価 6,480円税込AHV300-

1TU31-CBK
AHV300-
1TU31-CBK

■容量：1TB
■インターフェース：USB 3.2 Gen1
■W80.5×D125.7×H10.3mm

■容量：1TB
■インターフェース：USB 3.2 Gen1
■W80.5×D125.7×H10.3mm

■容量：1TB
■インターフェース：USB 3.2 Gen1
■W80.5×D125.7×H10.3mm

注文番号 20030106032TB

限定
特価 8,980円税込AHV300-

2TU31-CBK
AHV300-
2TU31-CBK

■容量：2TB
■インターフェース：USB 3.2 Gen1
■W80.5×D125.7×H10.3mm

■容量：2TB
■インターフェース：USB 3.2 Gen1
■W80.5×D125.7×H10.3mm

■容量：2TB
■インターフェース：USB 3.2 Gen1
■W80.5×D125.7×H10.3mm

注文番号 2003010604外付けHDD1TB

限定
特価 6,480円税込HDTB410

AK3AA
HDTB410
AK3AA

■容量：1TB
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W78×D109×H14mm

■容量：1TB
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W78×D109×H14mm

■容量：1TB
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W78×D109×H14mm

注文番号 2003010605外付けHDD2TB 注文番号 2003010606外付けSSD240GB

限定
特価 6,480円税込ASC680-240

GU32G2-CBK
ASC680-240
GU32G2-CBK

■容量：SSD240GB
■インターフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C
■W61×D86.7×H10mm

■容量：SSD240GB
■インターフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C
■W61×D86.7×H10mm

■容量：SSD240GB
■インターフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C
■W61×D86.7×H10mm

注文番号 2003010607外付けSSD480GB

限定
特価 8,980円税込AHV300-

2TU31-CBK
AHV300-
2TU31-CBK

■容量：SSD480GB
■インターフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C
■W61×D86.7×H10mm

■容量：SSD480GB
■インターフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C
■W61×D86.7×H10mm

■容量：SSD480GB
■インターフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C
■W61×D86.7×H10mm

APV120-5100
M-5V-CWH
APV120-5100
M-5V-CWH

注文番号 20030106085100ｍＡｈ

限定
特価 1,080円税込

■容量：5100mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W70×D106×H14.5mm

■容量：5100mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W70×D106×H14.5mm

■容量：5100mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W70×D106×H14.5mm

限定
特価 9,480円税込HDTB420

AK3AA
HDTB420
AK3AA

■容量：2TB
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W78×D109×H14mm

■容量：2TB
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W78×D109×H14mm

■容量：2TB
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W78×D109×H14mm

約35g 約35g 約120g

約139.8g 約139.8g 約149g

約149g

注文番号 200301060910000ｍAh 注文番号 200301061020000ｍAh

限定
特価 2,280円税込AP20000D-

DGT-5V-CWH
AP20000D-
DGT-5V-CWH

注文番号 2003010611ワイヤレス

限定
特価 5,480円税込AM-APCA

01CP
AM-APCA
01CP

■入力：5V/2A もしくは 9V/1.67A（最大）
■出力：10W（最大/急速充電対応）
■W102×D10mm

■入力：5V/2A もしくは 9V/1.67A（最大）
■出力：10W（最大/急速充電対応）
■W102×D10mm

■入力：5V/2A もしくは 9V/1.67A（最大）
■出力：10W（最大/急速充電対応）
■W102×D10mm

ACW0050-
1C-5V-CWH
ACW0050-
1C-5V-CWH

注文番号 2003010612ワイヤレス

限定
特価 2,480円税込

■入力：5V/2A(マイクロUSB)
■出力：5V/1A(ワイヤレス)
■W85×D92×H6mm

■入力：5V/2A(マイクロUSB)
■出力：5V/1A(ワイヤレス)
■W85×D92×H6mm

■入力：5V/2A(マイクロUSB)
■出力：5V/1A(ワイヤレス)
■W85×D92×H6mm

限定
特価 1,380円税込APT100-10000

M-5V-CBKGR
APT100-10000
M-5V-CBKGR

■容量：10000mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W63×D140×H21.5mm

■容量：10000mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W63×D140×H21.5mm

■容量：10000mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W63×D140×H21.5mm

■容量：20000mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W80.6×D163×H23.3mm

■容量：20000mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W80.6×D163×H23.3mm

■容量：20000mAh
■入力：DC 5V/2A(MicroUSB)
■出力：DC 5V/1A/2.1A（タイプ A USB）
■W80.6×D163×H23.3mm

約450g 約142g 約51g約285g

注文番号 2003010613ドローン 注文番号 2003010614ルーター

限定
特価 7,040円税込WRC-1167

GST2
WRC-1167
GST2

注文番号 2003010615モバイルルーター

限定
特価 3,480円税込WRH-300

BK3
WRH-300
BK3

■有線・無線LAN：有り
■転送速度：300Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：1
■W24×D65×H18mm

■有線・無線LAN：有り
■転送速度：300Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：1
■W24×D65×H18mm

■有線・無線LAN：有り
■転送速度：300Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：1
■W24×D65×H18mm

LDR-PMH
8U2PBK
LDR-PMH
8U2PBK

注文番号 2003010616外付けDVDドライブ

限定
特価 6,980円税込

■インターフェース：USB2.0
■キャッシュ：1MB
■W138×D134×H19mm

■インターフェース：USB2.0
■キャッシュ：1MB
■W138×D134×H19mm

■インターフェース：USB2.0
■キャッシュ：1MB
■W138×D134×H19mm

限定
特価 9,480円税込H107C-3H107C-3

■動画解像度：1280×720
■飛行時間：6分　■充電時間：40分
■操作可能距離：100 m
■W84×D83×H33mm

■動画解像度：1280×720
■飛行時間：6分　■充電時間：40分
■操作可能距離：100 m
■W84×D83×H33mm

■動画解像度：1280×720
■飛行時間：6分　■充電時間：40分
■操作可能距離：100 m
■W84×D83×H33mm

■有線・無線LAN：有り
■転送速度(5GHz)：867Mbps
■アンテナ数：4本
■W141×D36.5×H160mm

■有線・無線LAN：有り
■転送速度(5GHz)：867Mbps
■アンテナ数：4本
■W141×D36.5×H160mm

■有線・無線LAN：有り
■転送速度(5GHz)：867Mbps
■アンテナ数：4本
■W141×D36.5×H160mm

約310g 約20g 約280g約51g

注文番号 2003010617ネットワークカメラ 注文番号 2003010618WEBカメラ

限定
特価 6,480円税込B525B525

注文番号 2003010619高性能マウス

限定
特価 9,480円税込ZOWIE EC1ZOWIE EC1

■USB：USB 2.0 / 3.0
■ボタン数：5個
■ケーブル長：2m
■W128×D64×H43mm

■USB：USB 2.0 / 3.0
■ボタン数：5個
■ケーブル長：2m
■W128×D64×H43mm

■USB：USB 2.0 / 3.0
■ボタン数：5個
■ケーブル長：2m
■W128×D64×H43mm

LXM-00018LXM-00018

注文番号 2003010620キーボード

限定
特価 8,480円税込

■インターフェース：USB
■対応OS：Windows
■テンキー：有り
■W487.7×D262.4×H60.7mm

■インターフェース：USB
■対応OS：Windows
■テンキー：有り
■W487.7×D262.4×H60.7mm

■インターフェース：USB
■対応OS：Windows
■テンキー：有り
■W487.7×D262.4×H60.7mm

限定
特価 9,480円税込TS-WRLCTS-WRLC

■カメラ：100万画素
■有線・無線：有り
■スマホ・アプリ対応：iOS/Android
■W64×D28×H101mm

■カメラ：100万画素
■有線・無線：有り
■スマホ・アプリ対応：iOS/Android
■W64×D28×H101mm

■カメラ：100万画素
■有線・無線：有り
■スマホ・アプリ対応：iOS/Android
■W64×D28×H101mm

■ビデオ解像度：フルHD1080p
■最短撮影距離：10 cm
■インターフェース：USB
■W68.5×D40.4×H29mm

■ビデオ解像度：フルHD1080p
■最短撮影距離：10 cm
■インターフェース：USB
■W68.5×D40.4×H29mm

■ビデオ解像度：フルHD1080p
■最短撮影距離：10 cm
■インターフェース：USB
■W68.5×D40.4×H29mm

約88g 約97g 約1020g約110g
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ビギナーパイロットでも飛ばせる、
かんたん操作

21.5型ワイドカラーLED
液晶ディスプレイ

23.6型ワイドカラーLED
液晶ディスプレイ

USB 3.0接続外付けポータブル
ハードディスクドライブ

USB3.1 Generation2対応の
ポータブルSSD

コンパクトで軽量 持ち運びやすい薄さと軽さ

無線LAN、スマートデバイスに対応15秒以内に4GBをドライブに転送 中小規模ビジネス、家庭向けの大容量で
かつ、自動電圧調整機能（AVR)が付いた
電源バックアップソリューション

中小規模ビジネス、家庭向けの大容量で
かつ、自動電圧調整機能（AVR)が付いた
電源バックアップソリューション

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。

低ランニングコストで高速プリント低ランニングコストで高速プリント 無線LAN ＆自動両面プリントに対応無線LAN ＆自動両面プリントに対応

デスクトップビデオ会議ソリューションインテル(R) Home Wi-Fiチップセット 
WAV600 シリーズを搭載
インテル(R) Home Wi-Fiチップセット 
WAV600 シリーズを搭載

コンパクトで便利 重量わずか175グラム電気工事不要！
PoE給電対応のネットワークカメラ
電気工事不要！
PoE給電対応のネットワークカメラ

27型ワイドカラーLED
液晶ディスプレイ
27型ワイドカラーLED
液晶ディスプレイ

19型スクエア液晶ディスプレイ19型スクエア液晶ディスプレイ

A3フル対応で1段トレイを採用した
ハイスペック複合機
A3フル対応で1段トレイを採用した
ハイスペック複合機

Tello Boost
Combo (JP)
Tello Boost
Combo (JP)

■動画解像度：1280×720
■飛行時間：13分　■充電時間：90分
■操作可能距離：100 m

■動画解像度：1280×720
■飛行時間：13分　■充電時間：90分
■操作可能距離：100 m

■動画解像度：1280×720
■飛行時間：13分　■充電時間：90分
■操作可能距離：100 m

注文番号 2003010701液晶モニター

限定
特価 13,980円税込 限定

特価 16,980円税込GH-LCW
22FS-BK
GH-LCW
22FS-BK

■21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1
■スピーカー搭載
■W497.2×D168×H386.8mm

■21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1
■スピーカー搭載
■W497.2×D168×H386.8mm

■21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1
■スピーカー搭載
■W497.2×D168×H386.8mm

予算別1万～3万未満（20商品選定）
注文番号 2003010702液晶モニター

GH-LCW
24C-BK
GH-LCW
24C-BK

注文番号 2003010703液晶モニター

GH-LCW27
A-BK
GH-LCW27
A-BK

注文番号 2003010704液晶モニター

注文番号 2003010705外付けSSD 注文番号 2003010706外付けSSD 注文番号 2003010707外付けHDD

限定
特価 13,480円税込AHV620S-

4TU31-CBK
AHV620S-
4TU31-CBK

HDTB440
AK3CA
HDTB440
AK3CA

注文番号 2003010708外付けHDD

限定
特価 13,980円税込限定

特価 25,980円税込FUW960
UCU0
FUW960
UCU0

■容量：960GB
■インターフェース：USB3.1/USB3.0/USB2.0
■W114.55×D60.25×H12.20mm

■容量：960GB
■インターフェース：USB3.1/USB3.0/USB2.0
■W114.55×D60.25×H12.20mm

■容量：960GB
■インターフェース：USB3.1/USB3.0/USB2.0
■W114.55×D60.25×H12.20mm

限定
特価 21,980円税込MU-PA1

T0B/WW
MU-PA1
T0B/WW

■容量：1TB
■インターフェース：USB 3.1 Gen2
■W74×D10.5×H57.3mm

■容量：1TB
■インターフェース：USB 3.1 Gen2
■W74×D10.5×H57.3mm

■容量：1TB
■インターフェース：USB 3.1 Gen2
■W74×D10.5×H57.3mm

■容量：4TB
■インターフェース：USB3.1
■W78×D115×H4.5mm

■容量：4TB
■インターフェース：USB3.1
■W78×D115×H4.5mm

■容量：4TB
■インターフェース：USB3.1
■W78×D115×H4.5mm ■容量：4TB

■インターフェース：USB3.0
■W109×D78×H14mm

■容量：4TB
■インターフェース：USB3.0
■W109×D78×H14mm

■容量：4TB
■インターフェース：USB3.0
■W109×D78×H14mm

約51g 約230g 約149g

約2.9kg

注文番号 2003010709USBメモリ 注文番号 2003010710UPS

限定
特価 15,980円税込BR400S-JPBR400S-JP

注文番号 2003010711UPS

HL-L5200
DW
HL-L5200
DW

注文番号 2003010712モノクロレーザー

限定
特価 29,800円税込

限定
特価 20,480円税込

■最高解像度：1200×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W373×D388×H255mm

■最高解像度：1200×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W373×D388×H255mm

■最高解像度：1200×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W373×D388×H255mm

限定
特価 16,980円税込SDCZ880-

256G-J57
SDCZ880-
256G-J57

■容量：256GB
■インターフェース：USB3.1 Gen1
■W21×L11×H71mm

■容量：256GB
■インターフェース：USB3.1 Gen1
■W21×L11×H71mm

■容量：256GB
■インターフェース：USB3.1 Gen1
■W21×L11×H71mm

■入力電圧：82～123V
■対応入力周波数：50/60Hz
■出力容量：400VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：12時間
■W91×D310×H190mm

■入力電圧：82～123V
■対応入力周波数：50/60Hz
■出力容量：400VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：12時間
■W91×D310×H190mm

■入力電圧：82～123V
■対応入力周波数：50/60Hz
■出力容量：400VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：12時間
■W91×D310×H190mm 約6.8kg 約10.7kg

注文番号 2003010713モノクロレーザー 注文番号 2003010714カラーレーザー 注文番号 2003010715A3複合機 注文番号 2003010716ドローン

注文番号 2003010717ハイパワールーター 注文番号 2003010718ネットワークカメラ

限定
特価 25,800円税込TS-NS210TS-NS210

注文番号 2003010719プロジェクター

限定
特価 27,800円税込MP100MP100

■解像度：854×480
■明るさ：100lm以上
■コントラスト比：1200：1
■W97.8×D97.8×H23mm

■解像度：854×480
■明るさ：100lm以上
■コントラスト比：1200：1
■W97.8×D97.8×H23mm

■解像度：854×480
■明るさ：100lm以上
■コントラスト比：1200：1
■W97.8×D97.8×H23mm

BCC950rBCC950r

注文番号 2003010720会議システム

限定
特価 29,800円税込

■ビデオ解像度：フルHD1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：78 °
■W150×D104×H345mm

■ビデオ解像度：フルHD1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：78 °
■W150×D104×H345mm

■ビデオ解像度：フルHD1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：78 °
■W150×D104×H345mm

限定
特価 19,980円税込WRC-X

3000GS
WRC-X
3000GS

■転送速度：2402Mbps
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz 4本(内蔵)
■有線・無線LAN
■W140×D40×H207mm

■転送速度：2402Mbps
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz 4本(内蔵)
■有線・無線LAN
■W140×D40×H207mm

■転送速度：2402Mbps
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz 4本(内蔵)
■有線・無線LAN
■W140×D40×H207mm

■有効画素数：200万画素
■SDカードスロット：microSD/microSDHC/
　microSDXC
■スマホ・アプリ対応：iOS/Android
■W65×D37×H110mm

■有効画素数：200万画素
■SDカードスロット：microSD/microSDHC/
　microSDXC
■スマホ・アプリ対応：iOS/Android
■W65×D37×H110mm

■有効画素数：200万画素
■SDカードスロット：microSD/microSDHC/
　microSDXC
■スマホ・アプリ対応：iOS/Android
■W65×D37×H110mm 約140g 約175g

約568g

約600g

■23.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W547.6×D209.9×H405.3mm

■23.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W547.6×D209.9×H405.3mm

■23.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W547.6×D209.9×H405.3mm

約3.2kg

限定
特価 21,980円税込

■27インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W613.4×D226.4×H453mm

■27インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W613.4×D226.4×H453mm

■27インチ
■最大解像度：1920×1080
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W613.4×D226.4×H453mm

約4.3kg

GH-AAG
193SDLB
GH-AAG
193SDLB

限定
特価 16,980円税込

■19インチ
■最大解像度：1280×1024
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/DVI-D×1
■スピーカー搭載
■W411.2×D183.4×H402.1mm

■19インチ
■最大解像度：1280×1024
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/DVI-D×1
■スピーカー搭載
■W411.2×D183.4×H402.1mm

■19インチ
■最大解像度：1280×1024
■輝度：250cd/m2
■入力端子：D-Sub×1/DVI-D×1
■スピーカー搭載
■W411.2×D183.4×H402.1mm

約2.9kg

限定
特価 28,980円税込SMT500JSMT500J

■入力電圧：100 V
■対応入力周波数：50/60Hz
■出力容量：500VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：4時間
■W140×D359×H167mm

■入力電圧：100 V
■対応入力周波数：50/60Hz
■出力容量：500VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：4時間
■W140×D359×H167mm

■入力電圧：100 V
■対応入力周波数：50/60Hz
■出力容量：500VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：4時間
■W140×D359×H167mm 約12.6kg

A4
モノクロレーザー

HL-L
5100DN
HL-L
5100DN

限定
特価 27,800円税込

■最高解像度：1200×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W373×D388×H255mm

■最高解像度：1200×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W373×D388×H255mm

■最高解像度：1200×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W373×D388×H255mm

約10.7kg

A4
モノクロレーザー

HL-L
3230CDW
HL-L
3230CDW

限定
特価 29,800円税込

■最高解像度：2400×600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D461×H252mm

■最高解像度：2400×600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D461×H252mm

■最高解像度：2400×600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D461×H252mm

約18.1kg

A4
カラーレーザー

MFC-J
6583CDW
MFC-J
6583CDW

限定
特価 29,800円税込

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H305mm

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H305mm

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H305mm

約19.8kg

A3
インクジェット
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カメラで撮影した文字を翻訳できる機能を搭載した
双方向の音声翻訳機

バイルモニター On-Lap 1306H 13.3インチ 幅広い用紙への対応

27インチ4K HDRデザイナーモニター 視野角が広く自然な色再現をするIPSパネルを採用した
4K対応の27型モニター

フルHDを超える高解像度WQHDに対応！

普段はA4、時々A3でプリントしたいという
ニーズに応えた、コピー・スキャン対応プリンター

一度のインク補充で大量プリントができる
「ギガタンク」搭載インクジェットプリンター

富士通 A4両面カラースキャナ

無線LAN・自動両面プリントに対応した
コンパクトカラープリンター

大量プリントが必要なオフィスに快適さを コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル

予算別3万～5万未満（12商品選定）
注文番号 2003010801ポケトーク

限定
特価 32,780円税込

POCKETALK S
グローバル通信（2年）付き
PTSGK

POCKETALK S
グローバル通信（2年）付き
PTSGK

■74言語対応（音声/テキスト両対応55言語、
　テキスト言語のみ19言語）
■133か国の地域で利用できるグローバルモ
　バイル通信付き
■800万画素カメラ搭載
■1200mAhリチウムイオン電池
■W53.8×D11.5×H91.6mm

■74言語対応（音声/テキスト両対応55言語、
　テキスト言語のみ19言語）
■133か国の地域で利用できるグローバルモ
　バイル通信付き
■800万画素カメラ搭載
■1200mAhリチウムイオン電池
■W53.8×D11.5×H91.6mm

■74言語対応（音声/テキスト両対応55言語、
　テキスト言語のみ19言語）
■133か国の地域で利用できるグローバルモ
　バイル通信付き
■800万画素カメラ搭載
■1200mAhリチウムイオン電池
■W53.8×D11.5×H91.6mm

■13.3型IPS液晶
■解像度：1920x1080
■接続端子：USB Type-C(DP Alt Mode) / 
　Micro HDMI×1(HDMI CEC対応)
■W325×D9×H203mm

■13.3型IPS液晶
■解像度：1920x1080
■接続端子：USB Type-C(DP Alt Mode) / 
　Micro HDMI×1(HDMI CEC対応)
■W325×D9×H203mm

■13.3型IPS液晶
■解像度：1920x1080
■接続端子：USB Type-C(DP Alt Mode) / 
　Micro HDMI×1(HDMI CEC対応)
■W325×D9×H203mm

約75g

注文番号 2003010802モバイルディスプレイ

限定
特価 35,800円税込ON-LAP/1306HON-LAP/1306H

約671g

■A4対応両面読み込み
■光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50～1200dpi
■接続端子： USB3.0（Super-Speed）/Ethernetオプション対応：
　1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
■出力フォーマット：JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP（Windowsのみ）、PDF、PNG
■W296×D169×H176mm

■A4対応両面読み込み
■光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50～1200dpi
■接続端子： USB3.0（Super-Speed）/Ethernetオプション対応：
　1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
■出力フォーマット：JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP（Windowsのみ）、PDF、PNG
■W296×D169×H176mm

■A4対応両面読み込み
■光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50～1200dpi
■接続端子： USB3.0（Super-Speed）/Ethernetオプション対応：
　1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
■出力フォーマット：JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP（Windowsのみ）、PDF、PNG
■W296×D169×H176mm

注文番号 2003010803ドキュメントスキャナ

限定
特価 37,800 円税込DS-530DS-530

約3.7kg

A4
カラーレーザー

注文番号 20030108044K液晶ディスプレイ

限定
特価 36,800円税込PD2700UPD2700U

■27型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840ｘ2160
■接続端子：HDMI2.0x2、DisplayPort1.4、mini Display Port1.4

■27型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840ｘ2160
■接続端子：HDMI2.0x2、DisplayPort1.4、mini Display Port1.4

■27型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840ｘ2160
■接続端子：HDMI2.0x2、DisplayPort1.4、mini Display Port1.4

■24型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840ｘ2160
■接続端子：HDMI×2、Display Port
■W622.6×D230×H462.2mm

■24型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840ｘ2160
■接続端子：HDMI×2、Display Port
■W622.6×D230×H462.2mm

■24型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840ｘ2160
■接続端子：HDMI×2、Display Port
■W622.6×D230×H462.2mm

約7.7kg

注文番号 2003010805液晶ディスプレイ

限定
特価 38,800円税込27UL550-W27UL550-W

約671g

■31.5型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI×3、DisplayPort
■W726×D180×H478mm

■31.5型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI×3、DisplayPort
■W726×D180×H478mm

■31.5型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI×3、DisplayPort
■W726×D180×H478mm

注文番号 2003010806液晶ディスプレイ

限定
特価 34,800円税込LCD-MQ322XDBLCD-MQ322XDB

約6.8kg

注文番号 2003010807A3対応インクジェット複合機

限定
特価 33,800円税込EP-982A3EP-982A3

■A4サイズ対応
■解像度：4800dpi×1200dpi
■4色独立インク
■両面印刷
■W369×D234×H403mm

■A4サイズ対応
■解像度：4800dpi×1200dpi
■4色独立インク
■両面印刷
■W369×D234×H403mm

■A4サイズ対応
■解像度：4800dpi×1200dpi
■4色独立インク
■両面印刷
■W369×D234×H403mm

■A3対応
■解像度：5760dpi×1440dpi
■6色独立インク
■W479×D668×H295mm

■A3対応
■解像度：5760dpi×1440dpi
■6色独立インク
■W479×D668×H295mm

■A3対応
■解像度：5760dpi×1440dpi
■6色独立インク
■W479×D668×H295mm 約8.5kg

注文番号 2003010808FAX機能付インクジェット複合機

限定
特価 47,800円税込G7030G7030

約9.6kg

■A4対応両面読み込み
■光学解像度：600dpi、出力解像度：50～600dpi（1dpi毎指定可能）
■接続端子：USB2.0/USB1.1
■W454×D331×H129mm

■A4対応両面読み込み
■光学解像度：600dpi、出力解像度：50～600dpi（1dpi毎指定可能）
■接続端子：USB2.0/USB1.1
■W454×D331×H129mm

■A4対応両面読み込み
■光学解像度：600dpi、出力解像度：50～600dpi（1dpi毎指定可能）
■接続端子：USB2.0/USB1.1
■W454×D331×H129mm

限定
特価 47,800円税込FI-SP1425FI-SP1425

約499g

注文番号 2003010809A4対応スキャナ

注文番号 2003010810A4対応カラーレーザープリンタ

限定
特価 31,800円税込HL-L3230CDWHL-L3230CDW

■600dpi×2400dpi
■接続：USB2.0／有線LAN／無線LAN
■両面印刷
■W410×D461×H252mm

■600dpi×2400dpi
■接続：USB2.0／有線LAN／無線LAN
■両面印刷
■W410×D461×H252mm

■600dpi×2400dpi
■接続：USB2.0／有線LAN／無線LAN
■両面印刷
■W410×D461×H252mm 約18.1kg

A3
カラーレーザー

A3
カラーレーザー

限定
特価 37,800円税込LP-S6160LP-S6160

■600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷オプション
■W499.5×D610×H452mm

■600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷オプション
■W499.5×D610×H452mm

■600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷オプション
■W499.5×D610×H452mm 約44kg

注文番号 2003010811A3対応カラーレーザープリンタ

■600×1200dpi/600×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LANオプション
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

■600×1200dpi/600×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LANオプション
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

■600×1200dpi/600×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LANオプション
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

限定
特価 48,800円税込C824DNC824DN

約40kg

注文番号 2003010812A3対応カラーレーザープリンタ
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USB Type-C端子搭載の
27型フレームレス液晶

USB Type-Cを搭載した、
DisplayHDR400対応27型IPS 4Kモニター

ネットワークにつながるハードディスクは、 
USB接続よりメリットがたくさん

高性能CPUとNAS用ハードディスク「WD Red」を
搭載した新スタンダードビジネスNASが登場！

Windows Storage Server 2016搭載
NAS「LAN DISK Z」にIntel Celeronモデル4
シリーズが登場！

Windows Storage Server 2016搭載
NAS「LAN DISK Z」にIntel Celeronモデル4
シリーズが登場！

USB Type-Cと、HDMIの2つの映像入力端子に
対応した、バッテリー搭載のモバイルプロジェクター

明るい会議室でも鮮明な映像を投写する
プロジェクター

教卓に置いて黒板に映したり、会議室で大きく映したり
できる短焦点プロジェクター

無線LAN対応、自動両面プリントができる
コンパクト・カラー複合機

「Satera」シリーズのA4カラーレーザー複合機 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

超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載した
4K液晶テレビ（43V型）

■27型IPS液晶（ノングレア）
■縦回転、昇降、スイ―ベル可能
■解像度：2560×1440
■接続端子：USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1
　（共にHDCP対応）
■W611.6×D245×H390.2～545.2mm

■27型IPS液晶（ノングレア）
■縦回転、昇降、スイ―ベル可能
■解像度：2560×1440
■接続端子：USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1
　（共にHDCP対応）
■W611.6×D245×H390.2～545.2mm

■27型IPS液晶（ノングレア）
■縦回転、昇降、スイ―ベル可能
■解像度：2560×1440
■接続端子：USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1
　（共にHDCP対応）
■W611.6×D245×H390.2～545.2mm

■27型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×2、Display Port、USB Type-C
■W613.1×D234.2×H449.5mm

■27型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×2、Display Port、USB Type-C
■W613.1×D234.2×H449.5mm

■27型IPS液晶（ノングレア）
■解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI×2、Display Port、USB Type-C
■W613.1×D234.2×H449.5mm

予算別5万～10万未満（12商品選定）
注文番号 2003010901液晶ディスプレイ

限定
特価 85,800円税込EV2780-BKEV2780-BK

約8.1kg

注文番号 20030109024K液晶ディスプレイ

限定
特価 58,800円税込27UL850-W27UL850-W

約6.1kg

■43V型
■解像度：3840x2160
■VESA規格対応
■地上・BS・CS 4K対応
■W570×D57×H970mm

■43V型
■解像度：3840x2160
■VESA規格対応
■地上・BS・CS 4K対応
■W570×D57×H970mm

■43V型
■解像度：3840x2160
■VESA規格対応
■地上・BS・CS 4K対応
■W570×D57×H970mm

限定
特価 89,800円税込KJ-43X8000G/BZKJ-43X8000G/BZ

約10.2kg

注文番号 20030109034K液晶ディスプレイ

A4
カラーレーザー

A4
カラーレーザー

注文番号 2003010904NAS

限定
特価 51,800円税込LS220D0802GLS220D0802G

■搭載容量：8TB
■HDD2基搭載
■RAID 0/1対応
■1年保証

■搭載容量：8TB
■HDD2基搭載
■RAID 0/1対応
■1年保証

■搭載容量：8TB
■HDD2基搭載
■RAID 0/1対応
■1年保証

注文番号 2003010905NAS 注文番号 2003010906NAS

注文番号 2003010907モバイルプロジェクター

限定
特価 59,800円税込400-PRJ024400-PRJ024

■400ANSIルーメン（解像度1280×720）
■スピーカー内蔵
■USB Type-C・HDMI接続対応
■約W169×D106×H28mm

■400ANSIルーメン（解像度1280×720）
■スピーカー内蔵
■USB Type-C・HDMI接続対応
■約W169×D106×H28mm

■400ANSIルーメン（解像度1280×720）
■スピーカー内蔵
■USB Type-C・HDMI接続対応
■約W169×D106×H28mm

■輝度3500lm
■入力端子：HDMI、Sビデオ端子、RCA、D-Sub15ﾋﾟﾝ
■W296×D221×H120mm

■輝度3500lm
■入力端子：HDMI、Sビデオ端子、RCA、D-Sub15ﾋﾟﾝ
■W296×D221×H120mm

■輝度3500lm
■入力端子：HDMI、Sビデオ端子、RCA、D-Sub15ﾋﾟﾝ
■W296×D221×H120mm

約47g

注文番号 2003010908プロジェクター

限定
特価 62,800円税込MH550MH550

約2.3kg

注文番号 2003010909プロジェクター

注文番号 2003010910A4対応カラーレーザー複合機

限定
特価 56,800円税込MFC-L3770CDWMFC-L3770CDW

■解像度600dpi×2400dpi
■両面印刷
■接続端子：USB2.0、有線/無線LAN
■W410×D509×H414mm

■解像度600dpi×2400dpi
■両面印刷
■接続端子：USB2.0、有線/無線LAN
■W410×D509×H414mm

■解像度600dpi×2400dpi
■両面印刷
■接続端子：USB2.0、有線/無線LAN
■W410×D509×H414mm 約24.5kg

限定
特価 89,800円税込MF745CdwMF745Cdw

■解像度9600dpi相当
■両面印刷
■接続端子：USB2.0、有線/無線LAN
■W469×D460×H471mm

■解像度9600dpi相当
■両面印刷
■接続端子：USB2.0、有線/無線LAN
■W469×D460×H471mm

■解像度9600dpi相当
■両面印刷
■接続端子：USB2.0、有線/無線LAN
■W469×D460×H471mm 約26.5kg

注文番号 2003010911A3対応カラーレーザー複合機

■入力コンセント形状：NEMA 5-15P
■最大出力980W/1500VA
■W172×D439×H225mm
■保証期間：2年間

■入力コンセント形状：NEMA 5-15P
■最大出力980W/1500VA
■W172×D439×H225mm
■保証期間：2年間

■入力コンセント形状：NEMA 5-15P
■最大出力980W/1500VA
■W172×D439×H225mm
■保証期間：2年間

限定
特価 69,800円税込SMT1500JSMT1500J

約25.9kg

注文番号 2003010912UPS電源

■輝度3300lm
■入力端子：HDMI、RCA、D-Sub15ﾋﾟﾝ
■W298×D235×H100mm

■輝度3300lm
■入力端子：HDMI、RCA、D-Sub15ﾋﾟﾝ
■W298×D235×H100mm

■輝度3300lm
■入力端子：HDMI、RCA、D-Sub15ﾋﾟﾝ
■W298×D235×H100mm

限定
特価 92,800円税込PJ-WX4241PJ-WX4241

約3.1kg

限定
特価 79,800円税込HDL4-X2HDL4-X2

■搭載容量：2TB
■HDD4基搭載
■Intel Braswell Celeron N3010 Dual Core 2.24GHz
■HDD含む3年保証

■搭載容量：2TB
■HDD4基搭載
■Intel Braswell Celeron N3010 Dual Core 2.24GHz
■HDD含む3年保証

■搭載容量：2TB
■HDD4基搭載
■Intel Braswell Celeron N3010 Dual Core 2.24GHz
■HDD含む3年保証

限定
特価 89,800円税込HDL-Z2WQ2DHDL-Z2WQ2D

■搭載容量：2TB
■HDD4基搭載
■Intel Celeron Processor(1.60GHz Quad Core)
■HDD含む3年保証

■搭載容量：2TB
■HDD4基搭載
■Intel Celeron Processor(1.60GHz Quad Core)
■HDD含む3年保証

■搭載容量：2TB
■HDD4基搭載
■Intel Celeron Processor(1.60GHz Quad Core)
■HDD含む3年保証
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厳選アイテム厳選アイテムSSD カスタマイズ ノートパソコン特集SSD カスタマイズ ノートパソコン特集

6UP85PA#
ABJ

79,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
SSD1TBモデル

62,800円税込
通常モデル

ノートパソコン ノートパソコン ノートパソコン注文番号 2003011001 注文番号 2003011002 注文番号 2003011003

■CPU：CeleronN4000
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：CeleronN4000
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：CeleronN4000
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

ノートパソコン 注文番号 2003011005

モバイルパソコン 注文番号 2003011007 モバイルパソコン 注文番号 2003011008 モバイルパソコン 注文番号 2003011009

ノートパソコン 注文番号 2003011004 ノートパソコン 注文番号 2003011006

約1.78kg

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

SF313-51-
A58U

約1.28kg

約2kg

15.6型
ワイド液晶

6MD80PA#
ABJ

99,800円税込
SSD500GBモデル

109,800円税込
SSD1TBモデル

79,800円税込
通常モデル

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

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

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

109,800円税込
SSD500GBモデル

129,800円税込
SSD1TBモデル

89,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約2.02kg

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

8TP15PA#
ABJ

20LW002
QJP

89,800円税込
SSD500GBモデル

99,800円税込
SSD1TBモデル

67,800円税込
通常モデル

94,800円税込
SSD500GBモデル

104,800円税込
SSD1TBモデル

74,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i3-7020U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-7020U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-7020U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8130U
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8130U
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8130U
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.78kg

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

バッテリー駆動時間:約13時間バッテリー駆動時間:約13時間

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）

PB6DNEB
11R7FD1

104,800円税込
SSD500GBモデル

114,800円税込
SSD1TBモデル

84,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約2.4kg

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

20LWS0PD00

109,800円税込
SSD500GBモデル

119,800円税込
SSD1TBモデル

89,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約2.0kg

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

20NLA001JP

約1.33kg

129,800円税込
SSD500GBモデル

149,800円税込
SSD1TBモデル

109,800円税込
通常モデル

■CPU：Ryzen 5 PRO 3500U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Ryzen 5 PRO 3500U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Ryzen 5 PRO 3500U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

13.3型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

バッテリー駆動時間:約6時間バッテリー駆動時間:約6時間

PR6DNYA
1347FD1

約1.199kg

149,800円税込
SSD500GBモデル

169,800円税込
SSD1TBモデル

129,800円税込
通常モデル

■CPU：Corei3-8130U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-8130U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-8130U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

13.3型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

バッテリー駆動時間:約18.5時間バッテリー駆動時間:約18.5時間
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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

XC-830-N14F

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 2003011101 注文番号 2003011102 注文番号 2003011103

■CPU：Celeron J4005
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Celeron G4930
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

デスクトップパソコン 注文番号 2003011105

デスクトップパソコン 注文番号 2003011107 デスクトップパソコン 注文番号 2003011108 デスクトップパソコン 注文番号 2003011109

デスクトップパソコン 注文番号 2003011104 デスクトップパソコン 注文番号 2003011106

Pro
(64bit)

DTOP059-
004N1

■CPU：Core i5-9500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

DTOP059-
001N1

Home
(64bit)

59,800円税込
通常モデル

79,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
SSD1TBモデル

PC-MRL36
LZGAAS5

■CPU：Core i3-9100
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

84,800円税込
通常モデル

104,800円税込
SSD500GBモデル

114,800円税込
SSD1TBモデル

69,800円税込
通常モデル

89,800円税込
SSD500GBモデル

99,800円税込
SSD1TBモデル

■CPU：Core i3-8100
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

FMVD
4505HP 79,800円税込

通常モデル

99,800円税込
SSD500GBモデル

109,800円税込
SSD1TBモデル

89,800円税込
通常モデル

109,800円税込
SSD500GBモデル

119,800円税込
SSD1TBモデル

Pro
(64bit)

DTOP062-
003N3

■CPU：Core i7-9700
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

119,800円税込
通常モデル

139,800円税込
SSD500GBモデル

149,800円税込
SSD1TBモデル

Pro
(64bit)

DTOP057-
002H91

■CPU：Core i5-9500T
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

99,800円税込
通常モデル

119,800円税込
SSD500GBモデル

129,800円税込
SSD1TBモデル

Pro
(64bit)

10RS0000JP

■CPU：Core i7-8700T
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

114,800円税込
通常モデル

134,800円税込
SSD500GBモデル

144,800円税込
SSD1TBモデル

Pro
(64bit)

9UB99PA#
ABJ

■CPU：Core i7-9700
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit

114,800円税込
通常モデル

134,800円税込
SSD500GBモデル

144,800円税込
SSD1TBモデル
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厳選アイテム厳選アイテムPanasonic 春モデル特集 Panasonic 春モデル特集 

14.0型
フルHD液晶

14.0型
フルHD液晶

CF-
LV8PDNQR

LVシリーズ 注文番号 2003011201

Core i7搭載Core i7搭載

サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約18.5時間サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約18.5時間

限定
特価 338,800円税込

約1.405kg

■CPU：Corei7 8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイドライブ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイドライブ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイドライブ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

CF-
LV8NDMQR

LVシリーズ 注文番号 2003011202

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約11.5時間サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約11.5時間

限定
特価 299,800円税込

約1.27kg

■CPU：Corei5 8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

14.0型
フルHD液晶

CF-
LV8NDSQR

LVシリーズ 注文番号 2003011203

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約12時間サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約12時間

限定
特価 274,800円税込

約1.27kg

■CPU：Corei5 8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

12.1型
WUXGA

CF-
SV9PFNQR

SVシリーズ 注文番号 2003011204

Core i7搭載Core i7搭載

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約20時間サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約20時間

限定
特価 359,800円税込

約1.169kg

■CPU：Corei7 10510U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイドライブ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10510U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイドライブ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10510U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイドライブ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

CF-
SV9NDMQR

SVシリーズ 注文番号 2003011205

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約12.5時間サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約12.5時間

限定
特価 299,800円税込

約1.009kg

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

CF-
SV9NDRQR

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13時間サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13時間

限定
特価 299,800円税込

約1.009kg

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

SVシリーズ 注文番号 2003011206

12.1型
WUXGA

12.0型
WQXGA+

CF-
SV9NDCQR

SVシリーズ 注文番号 2003011207

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13時間サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13時間

限定
特価 274,800円税込

約0.929kg

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■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

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■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

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■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

Pro
(64bit)

CF-
QV8PFNQR

QVシリーズ 注文番号 2003011208

Core i7搭載Core i7搭載

サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約10時間サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約10時間

限定
特価 359,800円税込

約0.979kg

■CPU：Corei7 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

■CPU：Corei7 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

■CPU：Corei7 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

Pro
(64bit)

12.0型
WQXGA+

CF-
QV8NDMQR

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約10時間サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約10時間

限定
特価 319,800円税込

約0.979kg

■CPU：Core i5 8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5 8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5 8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.0インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

QVシリーズ 注文番号 2003011209

10.1型
WUXGA

注文番号 2003011210

CF-
RZ8NFMQR

RZシリーズQVシリーズ 注文番号 2003011211

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W250×D180.8×H19.5mm バッテリー駆動時間:約10.5時間サイズ:W250×D180.8×H19.5mm バッテリー駆動時間:約10.5時間

限定
特価 318,800円税込

約0.78kg

■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

■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

■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

Pro
(64bit)

10.1型
WUXGA

CF-
RZ8NDEQR

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W250×D180.8×H19.5mm バッテリー駆動時間:約11時間サイズ:W250×D180.8×H19.5mm バッテリー駆動時間:約11時間

限定
特価 269,800円税込

約0.75kg

■CPU：Core i5 8200Y 1.3GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■10.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5 8200Y 1.3GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■10.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5 8200Y 1.3GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■10.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

12.0型
WQXGA+

CF-
QV8NDGQR

Core i5搭載Core i5搭載

サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約10時間サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約10時間

限定
特価 299,800円税込

約0.979kg

■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

■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

■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

Pro
(64bit)

RZシリーズ 注文番号 2003011212

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。
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厳選アイテム厳選アイテム中古PC9機種（ノート6機種、デスク3機種 カスタマイズ含む）特集中古PC9機種（ノート6機種、デスク3機種 カスタマイズ含む）特集

ThinkPad X250
20CLA44TJP

モバイルノート モバイルノート ノートパソコン注文番号 2003011301 注文番号 2003011302 注文番号 2003011303

■CPU：Corei5 5300U 2.3GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■12.5インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

■CPU：Corei5 3210M 2.5GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVDマルチドライブ
■15.6インチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)、PC検査証

■CPU：Corei5 4310M 2.7GHz
■メモリ：4GB　
■SSD：320GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

ノートパソコン 注文番号 2003011305

デスクトップパソコン 注文番号 2003011307 デスクトップパソコン 注文番号 2003011308 液晶モニタ 注文番号 2003011309

ノートパソコン 注文番号 2003011304 デスクトップパソコン 注文番号 2003011306

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

DYNABOOKR
734MS320

54,800円税込
通常モデル

74,800円税込
SSD500GBモデル

44,800円税込
通常モデル

64,800円税込
SSD500GBモデル

36,800円税込
通常モデル

56,800円税込
SSD500GBモデル

43,800円税込
通常モデル

63,800円税込
SSD500GBモデル

34,800円税込
通常モデル

54,800円税込
SSD500GBモデル

49,800円税込
通常モデル

69,800円税込
SSD500GBモデル

PC-VK25
TXZCE

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

THINKCENTRE
M72E

Pro
(64bit)

ESPRIMO
D582

■CPU：Corei3 3220 3.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：320GB
■DVDマルチドライブ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、
　保証書（90日間）、PC検査証

■CPU：Corei5 3470 3.2GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチドライブ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)

■CPU：Corei3 3220 3.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVD-ROM
■無線LAN非搭載
■Win7 Pro 32bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)

9,980円税込
限定価格

P202
20型ワイド液晶

6300 PRO
Windows7モデル

「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。

■CPU：Corei5 4200M 2.5GHz
■メモリ：4GB　
■SSD：480GB
■DVDマルチドライブ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

59,800円税込
限定価格ThinkPad L540

20AUA0F4JP
(S480)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

12.5型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

■CPU：Corei5-4300M 2.6GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVDマルチドライブ
■15.6インチ
■無線LAN非搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)、PC検査証

■1600×900
■D-Sub×1/DisplayPort×1
■スピーカー非搭載
■20インチ（ノングレア非光沢）
■電源ケーブル、D-sub15pinケーブル

LIEFBOOK
A574H320

39,800円税込
通常モデル

59,800円税込
SSD500GBモデル

15.6型
ワイド液晶

20型
スクエア

※画像はイメージです。

古
P
C 

9
機
種
（
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6
機
種
、
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データ通信の
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。
※通信容量 10GB/ 月プラン （3日で 1.2GB 制限）※上記超えた場合は速度制限がかかります。（月末まで 128kbps）

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 2003011411 69,80069,800円(税込)
注文番号 2003011412

注文番号 2003011401

注文番号 2003011402

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 2003011417

注文番号 2003011418

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 2003011413 99,80099,800円(税込)
注文番号 2003011414 129,800129,800円(税込)

注文番号 2003011419

注文番号 2003011420

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 2003011415

注文番号 2003011416

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 2003011421

注文番号 2003011422

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！

Docomo のLTEの通信を使用した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 Docomoプラン 年間パックデータSIM

50GB/月プラン

24か月 79,80079,800円(税込)

12か月 44,80044,800円(税込)

6か月 32,80032,800円(税込)

3か月 16,80016,800円(税込)

Docomoエリア準拠の10GBプラン!

MONMICROSIMタイプ
or

MONNANOSIMタイプ

10GB/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 2003011403

注文番号 2003011404

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 2003011405

注文番号 2003011409注文番号 2003011407

注文番号 2003011410注文番号 2003011408

注文番号 2003011406

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 !!

L
T
E
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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!

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

高耐久ネットワークHDD D-MASTER NAS

ASUSTOR  AS4002T

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

新製品!

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・・・

導入時の設置、設定などすべて行います!
研究室おまかせNAS導入パック

研究室向け！安心のデータバックアップストレージ

超高耐久HDD採用NASデータバックアップシステム

S
D
換
装
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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
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チラシNo.2020-0301

SSD500GB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円円
税込税込

円円
税込税込

円円
税込税込

PC
1台

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 59,80059,800PC
1台

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 79,80079,800PC
1台

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 !

環境
丸ごと
移行 データ

設定等

HDD

SSD
へ変換

ネットにつないでいるPCでまだ
Windows7を使ってませんか？

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

アプライドは研究室の要望にマッチングしたソリューション提案をいたします！お気軽にお問い合わせください。

多様なメディアのデータ復旧に対応 複雑化したシステムへのデータ復旧

診断・キャンセル無料サービス パソコン専門店だからこそのサポート

パソコンに搭載されたHDDや外付け
HDD、NASやシステム、サーバなど、
あらゆるメディア・システム・フォー
マット・障害に対応しています。

障害状況の診断から復旧のためのお見積は無料で
す。ご予算によりキャンセルも無料(一部有償)となっ
ておりますのでご安心してお申し込み下さい。

ハードディスクの障害は、大きく「論理
障害」と「物理障害」に分類されます。
弊社ではいずれの障害にも対応（一部
提携パートナーで作業）いたします。

復旧したデータは外付けHDDや光学メディア
などでご返却いたします。また、パソコン故障の
修理や、NASのHDD交換など、今後の運用もサ
ポートいたします。

論理障害の復旧 30,000円～

126,000円～物理障害の復旧

デジカメデータ復旧

ハードディスクが回転しない、部品の故障など、記録メディアが物理的・機械的に障害を起こしている状
況。作業はクリーンルーム内で実施される。

軽度：軽度の認識障害や軽度のファイル情報消失など、短時間で復元作業が見込める状況。

中度：ファイル情報の消失やウィルス障害、OS障害など、中程度の作業時間が必要な状況。

重度：複合的トラブルや、異常値検出などにより、データ回収が非常に困難であったり長時間の作業が必要となる状況。

媒体が認識しない（未フォーマット表示）、誤って削除・フォーマットした、落下して破損した等の状況。

復旧費用の目安

復旧費用の目安

15,000円～復旧費用の目安

◎料金について

企業・大学・研究機関などからも多数の依頼を頂いております。企業・大学・研究機関などからも多数の依頼を頂いております。

もう無償サポートはおわっています。サポートが切
れ、更新プログラムが提供されなくなったOSは
「犯罪者の恰好の標的」です！ウイルス感染、不正
アクセス、情報流出などの様々なセキュリティリス
クが発生します。

あきらめる前に一度ご相談を！あらゆるメディアを復旧します。
データ復旧サービスは、お客様から障害メディアをお預かりし、失ったデータを
復旧いたします。復旧作業は症状に合わせた最適な方法でスピーディにデータの
抽出を行います。

情報漏洩もこれで安心!消えてしまったデータ復元

データ完全消去プログラムによる情報漏洩の防止
ハードディスクの顧客情報・契約書・見積・会計書類などの社内機密、
クレジットカード番号、パスワード、メール履歴などの個人情報は「削除」したつもり
でも第三者に悪用される危険性があります！！

パソコンデータ
消去サービス
パソコンデータ
消去サービス

データ復元・
復旧サービス

ノートパソコンを１台弊社でお預かりして作業した場合の料金

パソコン１台 消去証明書
発行サービス 5,500円税込3,300円税込

その他、ご要望に合わせてお見積もりいたします！お気軽にご相談ください！

米国国防総省の規格をはじめとする世界標準8規格を含む全13消去規格に完全準拠。
最大99回の書き込み消去、ベリファイ機能で複雑なニーズに応える、高い信頼性のデータ消去が可能です。

パソコンのデータ消去は弊社にぜひお任せください!
専用プログラムを使い完全消去致します!

パソコンのデータ消去は弊社にぜひお任せください!
専用プログラムを使い完全消去致します!

米国国防総省/DoD5220.22-M
米国国家安全保障局/NSA
米国陸軍/US Army
米国海軍/US Navy

ADC独自方式/ADC独自消去方式(SSD用)
0x00書き込み/NIST800-88(00→高速ベリファイ)
0xFF書き込み/NIST800-88(FF→高速ベリファイ)
ユーザー定義の方式(書き込み回数、最終データ、
ベリファイの有無の指定が可能)
単純ランダムデータ(乱数のみ書き込み)
0xFF→0ｘ00書き込み（FF→00→高速ベリファイ)

ランダム－0ｘ00書き込み(乱数→00→高速ベリファイ)
HDD/SSD完全消去(エンハンストセキュア消去)
HDD/SSD完全消去(エンハンストセキュア消去優先)
セキュア消去
エンハンストセキュア消去
セキュア消去(エンハンストモード優先)

米国空軍/Air Force
北大西洋条約機構/NATO
米国コンピュータセキュリティーセンター方式/NCSC
グートマン方式/Gutmann

<対応している世界標準8規格><対応している世界標準8規格>
データ消去方法

<対応しているその他の12消去方法><対応しているその他の12消去方法>
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