
■OS:Windows 10 Pro 64bit

■Core i5 8400(2.8GHz/6コア）

■メモリ：８GB（4GB×２）DDR4

■容量：SSD500GB

■DVDスーパーマルチ

■キーボード・マウス：付属

■有線LAN：〇／無線LAN：×

■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ

■モニター：25型ワイド（デュアルディスプレイ）

■OS:Windows 10 Pro 64bit

■Core i5 8400(2.8GHz/6コア）

■メモリ：８GB（4GB×２）DDR4

■容量：SSD500GB

■DVDスーパーマルチ

■キーボード・マウス：付属

■有線LAN：〇／無線LAN：×

■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ

■モニター：25型ワイド（デュアルディスプレイ）

■OS:Windows 10 Pro 64bit

■Core i5 8400(2.8GHz/6コア）

■メモリ：８GB（4GB×２）DDR4

■容量：SSD500GB

■DVDスーパーマルチ

■キーボード・マウス：付属

■有線LAN：〇／無線LAN：×

■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ

■モニター：25型ワイド（デュアルディスプレイ）

企業/法人様 学校･官公庁様限定

新年度PCお買い得セット
新 生 活 を 応 援 し ま す ‼ 新 し い P C で 気 分 も 爽 快 ‼

期間限定期間限定

アプライド製デスクトップPC＋
25型ワイドディスプレイ2台セット

PC本体：BT-i58400G1H500SSD 単体価格：99,800円
ディスプレイ：iiyama製XU2590HS  単体価格：29,800円

■OS:Windows 10 Pro 64bit

■Core i7 9700(3.0GHz/8コア）

■メモリ：16GB（8GB×２）DDR4

■容量：SSD500GB

■DVDスーパーマルチ

■キーボード・マウス：付属

■有線LAN：〇／無線LAN：×

■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ

■モニター：27型ワイド（デュアルディスプレイ）

■OS:Windows 10 Pro 64bit

■Core i7 9700(3.0GHz/8コア）

■メモリ：16GB（8GB×２）DDR4

■容量：SSD500GB

■DVDスーパーマルチ

■キーボード・マウス：付属

■有線LAN：〇／無線LAN：×

■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ

■モニター：27型ワイド（デュアルディスプレイ）

■OS:Windows 10 Pro 64bit

■Core i7 9700(3.0GHz/8コア）

■メモリ：16GB（8GB×２）DDR4

■容量：SSD500GB

■DVDスーパーマルチ

■キーボード・マウス：付属

■有線LAN：〇／無線LAN：×

■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ

■モニター：27型ワイド（デュアルディスプレイ）

高性能PC＋
デュアルディスプレイセットモデル！
高性能PC＋
デュアルディスプレイセットモデル！

アプライド製デスクトップPC＋
27型ワイドディスプレイ2台セット

PC本体：BT-i79700G1H500SSD/16GB 単体価格：139,800円
ディスプレイ：DELL製P2719H  単体価格：34,800円

注文番号 2004010101

注文番号 2004010102

画面2枚でPCでの作業効率が大幅にアップ!!

快適PC＋
デュアルディスプレイセットモデル！
快適PC＋
デュアルディスプレイセットモデル！

155,000円税込

199,800円税込セットで
お買い得

セットで
お買い得

1155mm!
25型ワイドディスプレイ2台で25型ワイドディスプレイ2台で

2020 年 4月 Vol .12020 年 4月 Vol .1

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」

L  BO



厳選アイテム厳選アイテム新品 BizPC ノートパソコン新品 BizPC ノートパソコン

ThinkPad L590 20Q7S02B00 94,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

64,800円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010201

■CPU：Core i3-8145U　■メモリ：4GB
■HDD：500GB　■15.6型 　■光学ドライブ:非搭載
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:376.5×254.5×22.95mm

Core i3搭載Core i3搭載

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約2.03kg

HP 250 G7 6UP97PA#ABJ 99,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

69,800円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010202

■CPU：Core i3-7020U 2.3 GHz　■メモリ：8GB
■HDD：500GB　■15.6型 　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:376×246×22.5mm

Core i3搭載Core i3搭載

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約1.78kg

B65/DN PB6DNEB11R7FD1 109,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

79,800円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010203

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz　■メモリ：4GB
■HDD：500GB　■15.6型 　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:３７９×２５７．９×１６．９～２３．９mm

Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約2.4kg

LAVIE Direct NS
PC-GN18CJTNDCHFD2YDA 119,800円税込

SSD500GBカスタムモデル

89,800円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010204

■CPU：Celeron  4205U　■メモリ：4GB
■HDD：500GB　■15.6型 　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:363×255×22.9mm

Celeron搭載Celeron搭載

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

約2.2kg

gram 14Z90N-VR31J 139,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

109,780円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010205

■CPU：Core i3-1005G1 1.2GHz　■メモリ：8GB
■SSD：256GB　■14.0型 　■光学ドライブ:非搭載
■Win10 Home 64bit　■サイズ:323.4×209.8×16.8mm

Core i3搭載Core i3搭載

Home
(64bit)

約0.999g

VersaPro タイプVD
PC-VKH19DBGMBT4SEZZ3 149,800円税込

SSD500GBカスタムモデル

119,800円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010206

■CPU：Core i7-8650U 1.9GHz　■メモリ：8GB
■HDD：500GB　■15.6型 　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:376×254×24.9mm

Core i7搭載Core i7搭載

Pro
(64bit)

約2.2kg

14.0型
グレアパネル フルHD

LetsNote CF-LX5PDGVS 189,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

159,800円税込
標準モデル

ノートパソコン 注文番号 2004010207

■CPU：Core i5-6300U 2.4GHz　■メモリ：8GB
■SSD：256GB　■14.0型 　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:333×225.6×24.5mm

Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

約1.295kg

ノートパソコン 注文番号 2004010208

14.0型
フルHD液晶

LetsNote CF-SZ5PDQVS 199,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

169,800円税込
標準モデル

■CPU：Core i5-6300U 2.4GHz　■メモリ：8GB
■SSD：256GB　■12.1型 　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:283.5×203.8×25.3mm

Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

約0.929kg

12.1型
WUXGA液晶 

Home & Business 2019
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厳選アイテム厳選アイテム新品 BizPC デスクトップパソコン新品 BizPC デスクトップパソコン

23.8型
ワイド液晶

OptiPlex 5070SFF
（DTOP062-001N3）

129,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

99,800円税込
標準モデル

デスクトップパソコン 注文番号 2004010301

Core i5搭載Core i5搭載 Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

約5.26kg

デスクトップパソコン 注文番号 2004010302

■CPU：Core i5-9500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:92.6×292×290mm

■CPU：Core i5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:100×290×270mm

デスクトップパソコン 注文番号 2004010303 デスクトップパソコン 注文番号 2004010304

デスクトップパソコン 注文番号 2004010305 デスクトップパソコン 注文番号 2004010306

一体型デスクトップパソコン 注文番号 2004010307 一体型デスクトップパソコン 注文番号 2004010308

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）

Think Centre M720e Small 
（11BD000RJP）

119,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

89,800円税込
標準モデル

Pro
(64bit)

約4.25kg

■CPU：Core i5-8400
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:100×273.5×303.5mm

118,000円税込
SSD500GBカスタムモデル

88,000円税込
標準モデル

Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

約4.3kg

■CPU：Celeron® G4900 3.1GHz　■メモリ：4GB
■HDD：500GB　■スーパーマルチドライブ
■Win10 Home 64bit　■サイズ:270×296×95mm

134,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

104,800円税込
標準モデル

Celeron搭載Celeron搭載

Home
(64bit)

約4.54kg

■CPU：Core i3-8100
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×338×332mm

ESPRIMO D588/CX
（FMVD4505HP）
Core i3搭載Core i3搭載

Pro
(64bit)

約6.4kg

109,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

79,800円税込
標準モデル

■CPU：Core i5-9400
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×338×332mm

ESPRIMO D588/CX
（FMVD4505XP）
Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

約6.4kg

129,800円税込
SSD500GBカスタムモデル

99,800円税込
標準モデル

■CPU：Celeron G4930T
■メモリ：4GB
■HDD：1024GB
■スーパーマルチドライブ
■23.8型ワイド液晶
  （1920×1080）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:541×185×447mm

ideacentre A340
（F0ER003UJP）
Celeron搭載Celeron搭載

Pro
(64bit)

約5.9kg

99,800円税込
標準モデル

23.8型
ワイド液晶

■CPU：Celeron 5205U 
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■スーパーマルチドライブ
■23.8型ワイド液晶
  （1920×1080）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:541.4×286.1×336.8mm

LAVIE Home All-in-one
PC-HA370RAB
Celeron搭載Celeron搭載

Pro
(64bit)

約9.3kg

179,800円税込
標準モデル

dynaDesk DT100
（PE10NBN4MR5BD1）

Think Centre M720e Small 
（11BD000RJP）
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SSDカスタマイズは
容量の変更も可能です。

お気軽にお申し付け下さい。

SSDカスタマイズは
容量の変更も可能です。

お気軽にお申し付け下さい。

SSDカスタマイズは
容量の変更も可能です。

お気軽にお申し付け下さい。

SSDカスタマイズは
容量の変更も可能です。

お気軽にお申し付け下さい。

SSDカスタマイズは
容量の変更も可能です。

お気軽にお申し付け下さい。

SSDカスタマイズは
容量の変更も可能です。

お気軽にお申し付け下さい。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。



〔共通ハードウェア〕
■8GB 2,666MHz DDR4
■Intel UHD Graphics 630
■ギガビットEthernet（10/100/1000BASE-TギガビットEthernet、RJ-45コネクタ使用）
■アクセサリキット　
〔共通ソフトウェア〕
■macOS　■写真、iMovie,GarageBand　■Pages、Numbers、Keynote

〔共通ハードウェア〕
■8GB 2,666MHz DDR4
■Intel UHD Graphics 630
■ギガビットEthernet（10/100/1000BASE-TギガビットEthernet、RJ-45コネクタ使用）
■アクセサリキット　
〔共通ソフトウェア〕
■macOS　■写真、iMovie,GarageBand　■Pages、Numbers、Keynote

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。

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。

13インチMacBook Pro 16インチ MacBook Pro

21.5インチ iMac

注文番号 2004010402 注文番号 2004010403

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 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 2004010401

注文番号 2004010404 注文番号 2004010405

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

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 iMac21.5インチ iMac Mac miniMac mini

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5.66kg
通常モデル

約5.60kg

Retina 4K
モデル

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 2004010406Mac 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 Air  10.5インチ　WiFi モデル iPad Pro 12.9インチ　WiFi モデルiPad 10.2インチ  WiFi モデル 注文番号 2004010407 注文番号 2004010408

約483g 約456g

10.2型

■64ビットアーキテクチャ搭載 A10 Fusionチップ
■10.2インチLEDバックライト  Multi-Touchディスプレイ（2,160x1,620） 

iPad 10.2インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）
iPad 10.2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 2004010409

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）

64ビットアーキテクチャ搭載
A12 Bionicチップ
64ビットアーキテクチャ搭載
A12 Bionicチップ

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

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

約631g

12.9型
■Liquid Retinaディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載12.9インチ（対角）LEDバックライト
　Multi-Touchディスプレイ
■2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi

iPad Pro 12.9インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、シルバー）
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、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。

64GB64GB
限定
特価 117,480円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 136,180円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 160,380円税込

アカデミック価格 1TB1TB
限定
特価 184,580円税込

アカデミック価格

＊第2世代Apple Pencil対応（別売）

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

限定
特価 96,580円税込

アカデミック価格
128GBストレージ128GBストレージ

256GBストレージ256GBストレージ
限定
特価 128,480円税込

アカデミック価格

約1.3kg

■3.6GHzクアッドコア
　第8世代Intel Core i3
■128GB SSDストレージ

■3.0GHz 6コア第8世代Intel Core i5
　（Turbo Boost使用時最大4.1GHz）
■256GB SSDストレージ
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B「APPLIED Be-Clia for Linux シリーズ」は、
CentOS / Ubuntu などの Linux OS の動作
検証済みのデスクトップ・パソコンです。Be-Clia for Linux

限定
特価 118,800円税込

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

● OS：Ubuntu 18.04LTS
● CPU：インテル® Core™ i5-8400
● メモリー：16GB（4GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　  W:2600MB/s
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード intel I219V（1000BASE-TX）
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
　 （DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：300W 80PLUS GOLD認証
● 外寸(mm)：約96(W)×386(D)×333(H)

● OS：Ubuntu 18.04LTS
● CPU：インテル® Core™ i5-8400
● メモリー：16GB（4GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　  W:2600MB/s
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード intel I219V（1000BASE-TX）
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
　 （DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：300W 80PLUS GOLD認証
● 外寸(mm)：約96(W)×386(D)×333(H)

Be-Clia for Linux
Type-S8 カスタマイズ

スリム・タワー

限定
特価 154,000円税込 限定

特価 276,980円税込
注文番号2004010501 注文番号2004010502 注文番号2004010503

Be-Clia for Linux
Type-T9 カスタマイズ

ミドル・タワー Be-Clia for Linux
Type-Xi7 カスタマイズ

ミドル・タワー

● OS：Ubuntu 18.04LTS
● CPU：インテル® Core™ i7-9700
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:2600MB/s
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード intel I219V（1000BASE-TX）
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
　 （DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：650W 80PLUS SILVER認証
● 外寸(mm)：約210(W)×466(D)×435(H)

● OS：Ubuntu 18.04LTS
● CPU：インテル® Core™ i7-9700
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:2600MB/s
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード intel I219V（1000BASE-TX）
● グラフィック：インテル UHDグラフィック
　 （DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：650W 80PLUS SILVER認証
● 外寸(mm)：約210(W)×466(D)×435(H)

● OS：Ubuntu 18.04LTS
● CPU：インテル® Core™  i7 9800X
● メモリー：16GB（4GBx4）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:2600MB/s
● ストレージ（増設）：2TB HDD（7200rpm、256MB、
　 6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Intel I219V（1000BASE-T） 
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3 2GB（Dual Link
　 DVI、HDMI、VGA）
● 電源ユニット：650W 80PLUS BRONZE認証
● 外寸(mm)：約200(W)×471(D)×430(H)

● OS：Ubuntu 18.04LTS
● CPU：インテル® Core™  i7 9800X
● メモリー：16GB（4GBx4）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:2600MB/s
● ストレージ（増設）：2TB HDD（7200rpm、256MB、
　 6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Intel I219V（1000BASE-T） 
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3 2GB（Dual Link
　 DVI、HDMI、VGA）
● 電源ユニット：650W 80PLUS BRONZE認証
● 外寸(mm)：約200(W)×471(D)×430(H)

「APPLIED Be-Clia シリーズ」は、確かな信頼性と
豊富なカスタマイズから選べる法人様向けのビジネ
ス・スタンダード・パソコンです。Be-Clia

限定
特価 114,510円税込

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i5-8400
● メモリー：8GB（4GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB 6Gb/s SATA SSD R:514MB/s
　 W:530MB/s
● ストレージ（増設）：1TB HDD（7200rpm、64MB、6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Realtek ALC892+
　 ハイパワー無線LANアダプタ
● グラフィック：AMD Radeon グラフィック（DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：300W 80PLUS GOLD認証
● 外寸(mm)：約96(W)×386(D)×333(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i5-8400
● メモリー：8GB（4GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB 6Gb/s SATA SSD R:514MB/s
　 W:530MB/s
● ストレージ（増設）：1TB HDD（7200rpm、64MB、6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Realtek ALC892+
　 ハイパワー無線LANアダプタ
● グラフィック：AMD Radeon グラフィック（DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：300W 80PLUS GOLD認証
● 外寸(mm)：約96(W)×386(D)×333(H)

Be-Clia Type-S8
カスタマイズ

スリム・タワー

限定
特価 199,650円税込

注文番号2004010504 注文番号2004010506

Be-Clia Type-R3
カスタマイズ

スリム・タワー Be-Clia Type-Z9
カスタマイズ

ミドル・タワー

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i7-9700K
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:3000MB/s
● ストレージ（増設）：2TB HDD（7200rpm、256MB、6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Intel I219V（1000BASE-T） 
● グラフィック：インテル UHDグラフィック（DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：650W 80PLUS SILVER認証
● 外寸(mm)：約200(W)×460(D)×430(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i7-9700K
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:3000MB/s
● ストレージ（増設）：2TB HDD（7200rpm、256MB、6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Intel I219V（1000BASE-T） 
● グラフィック：インテル UHDグラフィック（DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：650W 80PLUS SILVER認証
● 外寸(mm)：約200(W)×460(D)×430(H)

ビジネス・
スタンダードパソコン

Pro
(64bit)

限定
特価 141,240円税込

安心の

1年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen5 3400G
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:2600MB/s
● ストレージ（増設）：1TB HDD（7200rpm、64MB、6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Realtek RTL8111H+
　 ハイパワー無線LANアダプタ
● グラフィック：AMD Radeon グラフィック（DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：300W 80PLUS GOLD認証
● 外寸(mm)：約96(W)×386(D)×333(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen5 3400G
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD R:3470MB/s
　 W:2600MB/s
● ストレージ（増設）：1TB HDD（7200rpm、64MB、6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：オンボード Realtek RTL8111H+
　 ハイパワー無線LANアダプタ
● グラフィック：AMD Radeon グラフィック（DVI-D、VGA、HDMI）
● 電源ユニット：300W 80PLUS GOLD認証
● 外寸(mm)：約96(W)×386(D)×333(H)

注文番号2004010505

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

から色々なモデルをお選び頂けます。https://bto.applied.ne.jp/



CERVO Calcul

CERVO Grasta Ryzen

HPC CERVO Culcul＋CERVO Ryzen
アプライドおすすめ

限定
特価 240,900円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i7-9800X
● メモリー：16GB (4GBx4) DDR4-2666
● ストレージ：500GB SSD+1TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約210(W)×418(D)×480(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i7-9800X
● メモリー：16GB (4GBx4) DDR4-2666
● ストレージ：500GB SSD+1TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約210(W)×418(D)×480(H)

Pro
(64bit)

CERVO Calcul 
Type-TXS

ミドル・タワー

限定
特価 297,000円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i7-9800X
● メモリー：32GB (8GBx4) DDR4-2666
● ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD+1TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット+WiFi
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i7-9800X
● メモリー：32GB (8GBx4) DDR4-2666
● ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD+1TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット+WiFi
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

Pro
(64bit)

CERVO Calcul
Type-TXT

ミドル・タワー

限定
特価 382,800円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i9-10900X 
● メモリー：64GB (16GB×4) DDR4-2666
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD+2TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット+WiFi
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：インテル® Core™ i9-10900X 
● メモリー：64GB (16GB×4) DDR4-2666
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD+2TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット+WiFi
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

Pro
(64bit)

CERVO Calcul
Type-TXZ

ミドル・タワー

限定
特価 472,780円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3 3960X
● メモリー：32GB (8GBx4) DDR4-3200
● ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD (PCIe Gen4)
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：10 ギガビット+2.5 ギガビット+WiFi
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5500 XT 4GB-GDDR6 (PCIe Gen4)
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約210(W)×418(D)×480(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3 3960X
● メモリー：32GB (8GBx4) DDR4-3200
● ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD (PCIe Gen4)
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：10 ギガビット+2.5 ギガビット+WiFi
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5500 XT 4GB-GDDR6 (PCIe Gen4)
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約210(W)×418(D)×480(H)

Pro
(64bit)

CERVO Grasta
Ryzen Type-RT3X

ミドル・タワー

限定
特価 668,800円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3 3970X
● メモリー：64GB (16GBx4) DDR4-3200
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD (PCIe Gen4)
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：10 ギガビット+2.5 ギガビット+WiFi
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5700 XT 8GB-GDDR6 (PCIe Gen4)
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3 3970X
● メモリー：64GB (16GBx4) DDR4-3200
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD (PCIe Gen4)
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：10 ギガビット+2.5 ギガビット+WiFi
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5700 XT 8GB-GDDR6 (PCIe Gen4)
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

Pro
(64bit)

CERVO Grasta
Ryzen Type-RT3R

ミドル・タワー CERVO Grasta
Ryzen Type-RT3R カスタマイズ

ミドル・タワー

注文番号2004010601 注文番号2004010602 注文番号2004010603

注文番号2004010604 注文番号2004010605

限定
特価 1,031,030円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3 3990X 
● メモリー：128GB （32GB×4） DDR4 3200
● ストレージ：1TB M.2 NVMe PCI-e Gen4×4 
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：10 ギガビット+2.5 ギガビット+WiFi
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5700 XT 8GB-GDDR6 (PCIe Gen4)
● 電源ユニット：850W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3 3990X 
● メモリー：128GB （32GB×4） DDR4 3200
● ストレージ：1TB M.2 NVMe PCI-e Gen4×4 
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：10 ギガビット+2.5 ギガビット+WiFi
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5700 XT 8GB-GDDR6 (PCIe Gen4)
● 電源ユニット：850W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドパック）
● 外寸(mm)：約236(W)×560(D)×540(H)

Pro
(64bit)

注文番号2004010606
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HPC DeepLearnigモデル
アプライドおすすめ

Pro
(64bit)

限定
特価 710,270円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● フレームワーク：CUDA10/
　 Tensor Flow/Keras/Chainer for Linux
● CPU：インテル® Core™ i7-9800
● メモリー：32GB (8GB×4)
　 DDR4-2666
● ストレージ：500GB SSD+2TB
　 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce®
　 RTX 2080 Ti 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● フレームワーク：CUDA10/
　 Tensor Flow/Keras/Chainer for Linux
● CPU：インテル® Core™ i7-9800
● メモリー：32GB (8GB×4)
　 DDR4-2666
● ストレージ：500GB SSD+2TB
　 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce®
　 RTX 2080 Ti 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● フレームワーク：CUDA10/CNTK/ 
　  Python/TensorFlow/Keras/Chainer 他
● ソフトウェア：Sony Neural Network
　 Console インストール代行
● CPU：インテル® Core™ i7-7800X
● メモリー：32GB (8GB×4)
　 DDR4-2666 (DDR4-2400 動作)
● ストレージ：500GB SSD+2TB HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● GPU(計算用)：[2基] NVIDIA® GeForce
　 RTX™ 2080TI 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W 80 Plus Gold 認証

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● フレームワーク：CUDA10/CNTK/ 
　  Python/TensorFlow/Keras/Chainer 他
● ソフトウェア：Sony Neural Network
　 Console インストール代行
● CPU：インテル® Core™ i7-7800X
● メモリー：32GB (8GB×4)
　 DDR4-2666 (DDR4-2400 動作)
● ストレージ：500GB SSD+2TB HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● GPU(計算用)：[2基] NVIDIA® GeForce
　 RTX™ 2080TI 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W 80 Plus Gold 認証

ディープラーニング向けエントリークラス

注文番号2004010701

限定
特価 1,042,800円税込

安心の

3年間
保証付

Windows搭載ディープラーニング用ワークステーション

注文番号2004010702

限定
特価 1,016,400円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● フレームワーク：CUDA10/Tensor Flow/
　 Keras/Chainer for Linux
● CPU：インテル® Xeon® W-2133
● メモリー：32GB (8GB×4) DDR4-2666
　 Registered-ECC
● ストレージ：500GB SSD+2TB
　 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：[2基] NVIDIA® GeForce®
　 RTX 2080 Ti 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W 80 Plus Gold 認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● フレームワーク：CUDA10/Tensor Flow/
　 Keras/Chainer for Linux
● CPU：インテル® Xeon® W-2133
● メモリー：32GB (8GB×4) DDR4-2666
　 Registered-ECC
● ストレージ：500GB SSD+2TB
　 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：[2基] NVIDIA® GeForce®
　 RTX 2080 Ti 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W 80 Plus Gold 認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● フレームワーク：CUDA10/Python/
　 TensorFlow/Keras/Chainer 他
● CPU：[2 基]インテル® Xeon® Silver 4210
● メモリー：96GB (8GB×12)DDR4-2666
　 Registered-ECC
● ストレージ：500GB エンタープライズ
　 SSD+2TB エンタープライズHDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート]10ギガビット・イーサーネット
● IPMI：[1 ポート] Intelligent Platform
　 Management Interface v.2.0
● GPU(計算用)：[5基] NVIDIA® GeForce
　 RTX™ 2080Ti 11GB GDDR6
● 電源ユニット：[冗長化] 1,968W/240V ¦ 
　 1,000W/100V ¦ 80 Plus Platinum認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● フレームワーク：CUDA10/Python/
　 TensorFlow/Keras/Chainer 他
● CPU：[2 基]インテル® Xeon® Silver 4210
● メモリー：96GB (8GB×12)DDR4-2666
　 Registered-ECC
● ストレージ：500GB エンタープライズ
　 SSD+2TB エンタープライズHDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート]10ギガビット・イーサーネット
● IPMI：[1 ポート] Intelligent Platform
　 Management Interface v.2.0
● GPU(計算用)：[5基] NVIDIA® GeForce
　 RTX™ 2080Ti 11GB GDDR6
● 電源ユニット：[冗長化] 1,968W/240V ¦ 
　 1,000W/100V ¦ 80 Plus Platinum認証

RTX2080Ti2基搭載 深層学習モデル

注文番号2004010703

限定
特価 2,197,800円税込

安心の

3年間
保証付

RTX2080Ti 5基搭載 深層学習向けワークステーション

注文番号2004010704

限定
特価 960,850円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● DeepLearningシステム：ReNom
　 （学術利用のみ無償）
● CPU：インテル® Xeon W-2123
● メモリー：128GB(16GB×8)DDR4-2666
　 2RANK Registered ECC DIMM
● ストレージ：512GB 高品質SSD+4TB
　 エンタープライズHDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]5ギガビット+1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000
　 16GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● DeepLearningシステム：ReNom
　 （学術利用のみ無償）
● CPU：インテル® Xeon W-2123
● メモリー：128GB(16GB×8)DDR4-2666
　 2RANK Registered ECC DIMM
● ストレージ：512GB 高品質SSD+4TB
　 エンタープライズHDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]5ギガビット+1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000
　 16GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● DeepLearningシステム：ReNom
　 （学術利用のみ無償）
● CPU：インテル® Xeon10-Core W-2155
● メモリー：128GB (32GB×4) DDR4-2666
　 Registered-ECC
● ストレージ：512GB 高品質SSD+8TB
　 MTBF=200万時間 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]5ギガビット+1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000
　 16GB-GDDR5×2
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● DeepLearningシステム：ReNom
　 （学術利用のみ無償）
● CPU：インテル® Xeon10-Core W-2155
● メモリー：128GB (32GB×4) DDR4-2666
　 Registered-ECC
● ストレージ：512GB 高品質SSD+8TB
　 MTBF=200万時間 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]5ギガビット+1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000
　 16GB-GDDR5×2
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証

統合DLフレームワークRenom搭載モデル

注文番号2004010705

限定
特価 1,890,130円税込

安心の

3年間
保証付

Quadro P50002基搭載 統合DLフレームワークRenom搭載モデル

注文番号2004010706
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多彩な用途
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※モデルは､１例です。モデル構成は、要件や予算により変更可能です。営業窓口にご相談ください。
※FPGAカードについては､他にも上位モデルのラインナップがあります。複数枚の搭載も可能です。

研究の成果が変わる 新登場！新登場！
ザイリンクス社製
FPGAアクセラレーターカード Alveo　

CPU：XeonW-2245 8コア/16スレッド 3.90Hz (最大4.50Ghz)

メモリ：64GB (16GB×4 DDR4-2933 REG-ECC)

SSD：500GB　高品質SSD

HDD：2TB（7200rpm,128MB,6Gb/s SATA）高耐久HDD

VGA：QuadroP620 2GB 

FPGA：Alveo U50 PCI-e3.0演算リソース872k HBM8GB 

Ubuntu18.04 

Vitis 総合開発環境プラットホーム

Vitis　アクセラレーションライブラリ

限定
特価 954,800円税込

用途に応じた専用設計のデバイスに出来る為、幅広い用途に使用可能

4つの特徴
CPU、GPUでの計算より高速でコストパフォーマンスが高くすべてが専用デバイス

・ディープラーニング、機械学習の推論処理
・データベース／ビッグデータ、検索の高速化
・AIアクセラレーター 音声認識、画像認識、ビデオ転送
・金融サービス
・ゲノム解析、編集　他

モデル

 「パフォーマンス」 な対応1） 2） 「フレキシブル」 な対応

 「低消費電力」 3） 4） 圧倒的な「低遅延性」 

FPGAFPGA

CERVO-GRASTA FPGAモデルCERVO-GRASTA FPGAモデル
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※Vitis 開発環境ツールがリリースされ、ハードウェアの知識がなくてもFPGAを動かすことができます。    
    
※最適化されたオープンソース ライブラリが多数用意されています。        
※C、C++、または Python で記述された既存アプリケーションに最小限のコード変更を加えるだけで高速化を可能にする、アク
　セラレーションに最適化されたオープンソース ライブラリです。 

ＦＰＧＡアクセラレーターカードラインアップ 

＆
Vitis アクセラレーション

ライブラリ

統合ソフトウェア プラットフォーム 開発環境 アプリケーション開発



注文番号 2004011001ディスプレイ

限定
特価 15,800円税込243V5QHABA/11243V5QHABA/11

約3.66kg

■23.6インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W551×D220×H420mm

■23.6インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W551×D220×H420mm

■23.6インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W551×D220×H420mm

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器（ディスプレイ・プリンター・プロジェクター）周辺機器（ディスプレイ・プリンター・プロジェクター）

5年間フル保証ディスプレイ5年間フル保証ディスプレイ

注文番号 2004011002ディスプレイ

限定
特価 17,800円税込LCD-DF241EDBLCD-DF241EDB

約3.9kg

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W553×D215×H388mm

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W553×D215×H388mm

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W553×D215×H388mm

「5年保証」広視野角ADSパネル採用「5年保証」広視野角ADSパネル採用

注文番号 2004011003ディスプレイ

限定
特価 19,800円税込GW2480TGW2480T

約3.9kg

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W540×D230×H428～528mm

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W540×D230×H428～528mm

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子： D-Sub 15pin×1、HDMI×1、DVI×1
■W540×D230×H428～528mm

フリッカーフリー・ブルーライト軽減機能搭載フリッカーフリー・ブルーライト軽減機能搭載

注文番号 2004011004ディスプレイ

限定
特価 38,800円税込27UL550-W27UL550-W

約6kg

■27インチ
■最大解像度:3840×2160
■接続端子： HDMI×2、 Displayport×1
■W626×D230×H462mm

■27インチ
■最大解像度:3840×2160
■接続端子： HDMI×2、 Displayport×1
■W626×D230×H462mm

■27インチ
■最大解像度:3840×2160
■接続端子： HDMI×2、 Displayport×1
■W626×D230×H462mm

FreeSync対応27型4K液晶ディスプレイFreeSync対応27型4K液晶ディスプレイ

注文番号 2004011005ディスプレイ

限定
特価 39,800円税込LCD-MQ322XDBLCD-MQ322XDB

約6.8kg

■31.5インチ
■最大解像度:2560×1440
■接続端子： HDMI×3、 Displayport×1
■W726×D180×H478mm

■31.5インチ
■最大解像度:2560×1440
■接続端子： HDMI×3、 Displayport×1
■W726×D180×H478mm

■31.5インチ
■最大解像度:2560×1440
■接続端子： HDMI×3、 Displayport×1
■W726×D180×H478mm

WQHD対応31.5型ワイド液晶ディスプレイWQHD対応31.5型ワイド液晶ディスプレイ

注文番号 2004011006ディスプレイ

限定
特価 84,800円税込EV2750-BKEV2750-BK

約7.9kg

■27インチ
■最大解像度:2560×1440
■接続端子：HDMI×1、Displayport×1、DVI×1
■W611.6×D245×H545.2mm

■27インチ
■最大解像度:2560×1440
■接続端子：HDMI×1、Displayport×1、DVI×1
■W611.6×D245×H545.2mm

■27インチ
■最大解像度:2560×1440
■接続端子：HDMI×1、Displayport×1、DVI×1
■W611.6×D245×H545.2mm

フルフラット・フレームレスデザインの
27.0型ワイドモニター
フルフラット・フレームレスデザインの
27.0型ワイドモニター

注文番号 2004011007プリンター

限定
特価 31,800円税込HL-L3230CDWHL-L3230CDW

約18.1kg

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

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

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

A4カラーレーザーA4カラーレーザー

注文番号 2004011008プリンター 注文番号 2004011009プリンター

A4
カラーレーザー

限定
特価 37,800円税込LP-S6160LP-S6160

約44kg

■解像度:600dpi×600dpi/1200dpix1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷
■W499×D610×H452mm

■解像度:600dpi×600dpi/1200dpix1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷
■W499×D610×H452mm

■解像度:600dpi×600dpi/1200dpix1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷
■W499×D610×H452mm

A3カラーレーザーA3カラーレーザー

A3
カラーレーザー

限定
特価 48,800円税込C824DNC824DN

約40kg

■解像度:600dpi×600dpi/600dpix1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LANオプション
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

■解像度:600dpi×600dpi/600dpix1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LANオプション
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

■解像度:600dpi×600dpi/600dpix1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LANオプション
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

A3カラーレーザーA3カラーレーザー

A3
カラーレーザー

注文番号 2004011010プリンター

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

約24.5kg

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

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

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

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

注文番号 2004011011プリンター 注文番号 2004011012プリンター

A4
カラーレーザー

限定
特価 58,800円税込MF642CdwMF642Cdw

約22.5kg

■解像度:600dpi×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■両面印刷
■W460×D413×H451mm

■解像度:600dpi×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■両面印刷
■W460×D413×H451mm

■解像度:600dpi×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■両面印刷
■W460×D413×H451mm

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

A4
カラーレーザー

限定
特価 72,800円税込MC363DNWMC363DNW

約44kg

■解像度:600dpi×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■両面印刷
■W427×D509×H444mm

■解像度:600dpi×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■両面印刷
■W427×D509×H444mm

■解像度:600dpi×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN
■両面印刷
■W427×D509×H444mm

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

A4
カラーレーザー

注文番号 2004011013プロジェクター

限定
特価 54,800円税込C-13WC-13W

約0.41kg

■最大輝度:130ルーメン
■パネル画素数：854×480
■接続：HDMI/無線通信(Android OS)
■W120×D120×H33mm

■最大輝度:130ルーメン
■パネル画素数：854×480
■接続：HDMI/無線通信(Android OS)
■W120×D120×H33mm

■最大輝度:130ルーメン
■パネル画素数：854×480
■接続：HDMI/無線通信(Android OS)
■W120×D120×H33mm

ミニプロジェクターミニプロジェクター

注文番号 2004011014プロジェクター 注文番号 2004011015プロジェクター

限定
特価 69,800円税込EB-W05EB-W05

約2.5kg

■最大輝度:3300ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■W302×D234×H77mm

■最大輝度:3300ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■W302×D234×H77mm

■最大輝度:3300ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■W302×D234×H77mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

限定
特価 72,800円税込MW632STMW632ST

約2.61kg

■最大輝度:3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/S端子/コンポジット
■W287×D233×H114mm

■最大輝度:3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/S端子/コンポジット
■W287×D233×H114mm

■最大輝度:3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/S端子/コンポジット
■W287×D233×H114mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

注文番号 2004011016プロジェクター

限定
特価 99,800円税込EB-W41EB-W41

約2.5kg

■最大輝度:3600ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■ W302×D234×H77mm

■最大輝度:3600ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■ W302×D234×H77mm

■最大輝度:3600ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■ W302×D234×H77mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

注文番号 2004011017プロジェクター 注文番号 2004011018プロジェクター

限定
特価 139,800円税込EB-U42EB-U42

約2.8kg

■最大輝度:3600ルーメン
■パネル画素数：1920×1200
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■W302×D249×H87mm

■最大輝度:3600ルーメン
■パネル画素数：1920×1200
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■W302×D249×H87mm

■最大輝度:3600ルーメン
■パネル画素数：1920×1200
■接続：HDMI/D-Sub 15pin
■W302×D249×H87mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

限定
特価 157,800円税込PJWX4152PJWX4152

約3kg

■最大輝度:3500ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/コンポジット
■W257×D144×H221mm

■最大輝度:3500ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/コンポジット
■W257×D144×H221mm

■最大輝度:3500ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/コンポジット
■W257×D144×H221mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクター
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＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

＜カラー＞
ホワイト

ミディアムウッド

＜カラー＞
ホワイト

ミディアムウッド

＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

厳選アイテム厳選アイテムOFFICE 家具特集OFFICE 家具特集
注文番号 2004011101コーヒーメーカー

限定
特価 5,060円税込

限定
特価 946円税込

SPM9636-RSPM9636-R
約3kg

■タンク容量:1000 ml
■W155×D290×H376mm
■タンク容量:1000 ml
■W155×D290×H376mm
■タンク容量:1000 ml
■W155×D290×H376mm

ネスカフェゴールドブレンド
〈バリスタ〉シンプルレッド
ネスカフェゴールドブレンド
〈バリスタ〉シンプルレッド

ネスカフェゴールドブレンド
エコ＆システムパック
ネスカフェゴールドブレンド
エコ＆システムパック

注文番号 2004011102カフェワゴン

限定
特価 18,150円税込RFWG-CF5335NARFWG-CF5335NA

約10.5kg

■W630(取っ手含む)×D350×
　H910mm
■W630(取っ手含む)×D350×
　H910mm
■W630(取っ手含む)×D350×
　H910mm

カフェワゴン
(組立・設置サービス付)
カフェワゴン
(組立・設置サービス付)

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2004011103ラウンド平机

限定
特価 42,900円税込
JX-1510RH-L
(全幅1500mmタイプ)
JX-1510RH-L
(全幅1500mmタイプ) 約35.4kg

■W1500×D1000×H720mm■W1500×D1000×H720mm■W1500×D1000×H720mm

ラウンド平机ラウンド平机

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

限定
特価 49,060円税込
JX-1810RH-L
(全幅1800mmタイプ)
JX-1810RH-L
(全幅1800mmタイプ) 約43.3kg

■W1800×D1000×H720mm■W1800×D1000×H720mm■W1800×D1000×H720mm

ラウンド平机ラウンド平机

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

注文番号 2004011104ワークテーブル

限定
特価 13,178円税込
GT-1070
(幅1000mmタイプ)
GT-1070
(幅1000mmタイプ) 約29.8kg

■W1000×D700×H670mm■W1000×D700×H670mm■W1000×D700×H670mm

ワークテーブル
(天板奥行700mmタイプ)
ワークテーブル
(天板奥行700mmタイプ)

FIRST-G FIRST-G

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

限定
特価 16,379円税込
GT-1470
(幅1400mmタイプ)
GT-1470
(幅1400mmタイプ) 約40kg

■W1400×D700×H670mm■W1400×D700×H670mm■W1400×D700×H670mm

ワークテーブル
(天板奥行700mmタイプ)
ワークテーブル
(天板奥行700mmタイプ)

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

注文番号 2004011105脇机

限定
特価 18,810円税込
GT-473WTR
(3段)
GT-473WTR
(3段) 約27.8kg

■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm

脇机(奥行700mmタイプ)脇机(奥行700mmタイプ)

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

限定
特価 18,810円税込
GT-472WTR
(2段)
GT-472WTR
(2段) 約27kg

■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm

脇机(奥行700mmタイプ)脇机(奥行700mmタイプ)

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

林製作所

注文番号 2004011106ファイルワゴン

限定
特価 9,064円税込
YSK-015YSK-015

約9.3kg

■W550×D400×H780mm■W550×D400×H780mm■W550×D400×H780mm

ファイルワゴン
(組立・設置サービス付)
ファイルワゴン
(組立・設置サービス付)

※別途、家具配送料がかかります。

限定
特価 11,429円税込
YSK-013-2YSK-013-2

約12kg■W600×D350×H900mm■W600×D350×H900mm■W600×D350×H900mm

天板付きファイルワゴン2段
(組立・設置サービス付)
天板付きファイルワゴン2段
(組立・設置サービス付)

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2004011107アンブレラスタンド

シービージャパン

限定
特価 3,630円税込■W180×D180×H400mm■W180×D180×H400mm■W180×D180×H400mm

アンブレラスタンド(9本用)アンブレラスタンド(9本用)

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2004011108収納メッシュワゴン

アール・エフ・ヤマカワ

注文番号 2004011109リフレッシュテーブル

RFRT-800SN(ナチュラル)RFRT-800SN(ナチュラル)

約28.5kg

約1.25kg
■W800×D800×H700mm■W800×D800×H700mm■W800×D800×H700mm

リフレッシュテーブルリフレッシュテーブル

RFRT-800SW(ホワイト)RFRT-800SW(ホワイト)
RFRT-800SDM(ウォルナット)RFRT-800SDM(ウォルナット)

限定
特価 16,390円税込

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

740632740632

スマイル

限定
特価 2,728円税込

■W450×D250×H400mm■W450×D250×H400mm■W450×D250×H400mm

収納メッシュワゴン トール(大)収納メッシュワゴン トール(大)

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2004011110事務用チェア

約11.2kg

CF-2M BK(ブラック)
CF-2MBL(ブルー)
CF-2M YG(イエローグリーン)
CF-2M OR(オレンジ)

CF-2M BK(ブラック)
CF-2MBL(ブルー)
CF-2M YG(イエローグリーン)
CF-2M OR(オレンジ)

FRENZ

限定
特価 11,836円税込■W575×D548×H963mm■W575×D548×H963mm■W575×D548×H963mm

事務用チェア
メッシュバック(肘なし)
事務用チェア
メッシュバック(肘なし)

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

注文番号 2004011111マネージャーチェア

約18.4kg

FTX-11N BKFTX-11N BK

TOKIO

限定
特価 46,200円税込■W676×D644×H1240mm■W676×D644×H1240mm■W676×D644×H1240mm

マネージャーチェアマネージャーチェア

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

注文番号 2004011112スツールコロザ

約6kg

RFST2-JIFRFST2-JIF 限定
特価 6,820円税込■W500×D450×H370mm■W500×D450×H370mm■W500×D450×H370mm

スツールコロザ(ベージュ/ブルー/ローズ)スツールコロザ(ベージュ/ブルー/ローズ)

※別途、家具配送料、家具開梱設置料がかかります。
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高耐久ストレージ・自動バックアップシステムの新提案
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・・・

初期導入時のスタンダード HDD と比
較しても耐久面や構造面で大きな違い
があります。大事なデータを安心して
保管できる「高耐久 HDD」採用の外
付けHDDをご提案いたします !

便利! 自動バックアップ設定付き!
手動で一回一回、バックアップする必要はありません！簡単、便利！
パソコンにつなぐだけで自動バックアップされるように設定を行います！

D-MASTER シリーズの新モデル。ノートでもデスクトップ
でも邪魔にならない超コンパクトなモデルです。

49,80049,800円税込49,80049,80049,800円税込価格
1
TB

－ SSD excellent －－ SSD excellent －

39,800円税込円税込価格
500
GB

アプライドオリジナル 
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！

超高耐久ポータブルハードディスクドライブ
（自動バックアップ設定付き）

3.5インチ
USB

外付けタイプ

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

HED
High Endurance Data

高信頼性を兼ね備えた、
最先端テクノロジーHDD!
あらゆる項目で他のHDDを
凌駕するWD Gold

最上級グレードの高耐久HDDを採用!

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

を採用！



年間保守（1年）

データ復旧3年保証

DS2415+（12ベイ）

標準

1,598,000円税込
1,378,000円税込
1,138,000円税込

929,800円税込Ultrastar 4TB×12

Ultrastar 6TB×12

Ultrastar 8TB×12

Ultrastar 10TB×12

1,918,000円税込Ultrastar 12TB×12

AS6212RD（12ベイラックマウント）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

1,648,000円税込
1,398,000円税込
1,198,000円税込

979,800円税込Ultrastar 4TB×12

Ultrastar 6TB×12

Ultrastar 8TB×12

Ultrastar 10TB×12

1,998,000円税込Ultrastar 12TB×12

RS2818RP+（16ベイラックマウント）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

2,228,000円税込
1,938,000円税込
1,618,000円税込
1,338,000円税込Ultrastar 4TB×16

Ultrastar 6TB×16

Ultrastar 8TB×16

Ultrastar 10TB×16

2,658,000円税込Ultrastar 12TB×16

AS4002T（2ベイ）

安心!NAS導入時に必要な設定から設置まですべて行います!

高耐久NAS、高耐久HDDを採用
本製品には、RAID環境向けで通常のHDDよりも耐久度が高く信頼性もあり、NASの環境に適したWesternDigital WD Red、Ultrastarという高耐久HDDを採用しております。

WD Red

標準

239,800円税込
189,800円税込
129,800円税込
99,800円税込Red 2TB×2

Red 4TB×2

Red 8TB×2

Red 10TB×2

万が一の時も安心!
NAS保守サポートも
ご用意しています!
NASを安心・快適にご利用いただく
ため、保守サポートパックをご用意
しました!トラブル解決から、定期的
検査やアップデート等のメンテナン
スまで、充実のサポート内容でNAS
をトータルサポート致します!

定期訪問検査

NAS OS
アップデート

メール異常通知
設定・確認

不具合時の
部品交換

リモート設定＆
リモートサポート

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

※8TB以上のストレージにはデータ復旧
　サービス・パックは適用できません。

NAS設置＆
初期設定

RAID設定・
ビルド

ネットワーク
設定

アクセス制限用
アカウント作成

バックアップ
設定

共有フォルダ
作成

NAS（ネットワークHDD）本体
+
ご用途に合わせて選べる7タイプのモデルをラインナップ!

24時間365日稼働しつづけるという過酷な
条件での信頼を得ている高耐久HDDです。
他のシリーズに比べ回転数が低めに設定さ
れており、消費電力が少ないのが特徴です。
事務所や研究室、小規模オフィスなどにお勧
めです。

お仕事の大切なデータ、安心して保存
するためにアプライドはNASに使う
HDDの品質にこだわっています。

AS4004T（4ベイ）

標準

399,800円税込
299,800円税込
199,800円税込
149,800円税込Red 2TB×4

Red 4TB×4

Red 8TB×4

Red 10TB×4

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

AS6208T（8ベイ）

標準

998,000円税込
849,800円税込
699,800円税込
549,800円税込Ultrastar 4TB×8

Ultrastar 6TB×8

Ultrastar 8TB×8

Ultrastar 10TB×8

1,198,000円税込Ultrastar 12TB×8

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

AS6210T（10ベイ）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

WesternDigital Ultrastar

８ベイ以上のモデルに採用2ベイ、4ベイモデルに採用

Redシリーズをさらに上回る高耐久性
と速度を持つHDDです。最大250万時
間のMTBFを実現し、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。

スタンダードHDD

2年から3年

一般的なパソコンに搭載しているHDD

HDDの推奨利用期間

1日:約8時間稼動
推奨されるHDD稼働時間

振動･熱対策が劣る
その他の対策処理に関して

NAS向け耐久HDD

約5年間

NASやサーバー等に利用するHDD

HDDの推奨利用期間

24時間365日稼働
推奨されるHDD稼働時間

振動・熱処理・電力消費改善
その他の対策処理に関して

1,218,000円税込
1,048,000円税込

849,800円税込
669,800円税込Ultrastar 4TB×10

Ultrastar 6TB×10

Ultrastar 8TB×10

Ultrastar 10TB×10

1,488,000円税込Ultrastar 12TB×10

50,000円税込1年間
パック

10,800円税込3年間
パック

60,000円税込1年間
パック

21,600円税込3年間
パック

80,000円税込1年間
パック

43,200円税込3年間
パック

100,000円税込1年間
パック

54,000円税込3年間
パック

120,000円税込1年間
パック

64,800円税込3年間
パック

120,000円税込1年間
パック

64,800円税込3年間
パック

140,000円税込1年間
パック

75,600円税込3年間
パック

耐久NASシステム

用途・環境に応じて豊富なラインナップ。
耐久HDD採用・RAID対応で、信頼性の高いデータ運用が可能です。

バックアップデータ共有
M
A
S
T
E
R 

N
A
S

13

D



e
b
サ
イ
ト
制
作

14

W

99,80099,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

149,800149,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

デザイン・機能・コスト・ご納期など... 多彩なプランでご要望にお応えいたします！

オリジナル
デザイン

５ページ
まで PC版のみ

オリジナル
デザイン

５ページ
まで

PC版
スマホ版

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

オリジナルデザイン

テンプレートデザイン

スマートフォン対応サイト制作
コストを抑えつつもデザインにも
こだわりたい、スマートフォンでも
見やすく提供したい方向けのプランです。

PC向けサイト制作

99,80099,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

オリジナル
デザイン

５ページ
まで

PC版
スマホ版

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

スマートフォン対応サイト制作

スタンダードプラン

コストを抑えつつも短納期で制作され
たい方におすすめのプランです。
スマートフォンへの最適化も行います。

CMS実装プラン

WEBサイト更新作業代行　

299,800299,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

オリジナル
デザイン

５ページ
まで

PC版
スマホ版

CMS実装 サイト更新
作業代行 ３年間

WEBサーバ
ドメイン ３年間

テンプレート／CMSパッケージプラン（3年間サポート付）
CMS実装とスマホ対応を含めたテンプ
レートプランに、3年間の更新作業代行
とサーバ運用費を含めたプランです。

コストを抑えつつもデザインにも
こだわりたい方向けのプランです。

・1年間の更新作業代行
・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

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。

＊弊社サーバ以外
への導入は別途費用

259,800259,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

39,80039,800円 ～円 ～
(税別）(税別）

43,78043,780円 ～円 ～
(税込)(税込)

49,80049,800円 ～円 ～
(税別）(税別）

54,78054,780円 ～円 ～
(税込)(税込)

アクセスレポートプラン

・1年間の更新作業代行
・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）

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。

オリジナル
デザイン

５ページ
まで

PC版
スマホ版

CMS実装
インストール
作業代行

オリジナルデザイン／CMS導入／スマホ対応プラン
オリジナルデザイン・スマホ対応
ライトプランにCMS実装作業と弊社外
のサーバへのインストール作業代行を
含めたプランです。

 面倒な更新作業はおまかせください！

※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。

※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。

人気
NO.1

WEBサイト制作なら
アプライドにお任せください！
全国の大学・
研究室様対応！ 1,9001,900
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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 2003011511 69,80069,800円(税込)
注文番号 2003011512

注文番号 2003011501

注文番号 2003011502

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 2003011517

注文番号 2003011518

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 2003011513 99,80099,800円(税込)
注文番号 2003011514 129,800129,800円(税込)

注文番号 2003011519

注文番号 2003011520

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 2003011515

注文番号 2003011516

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 2003011521

注文番号 2003011522

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 2003011503

注文番号 2003011504

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 2003011505

注文番号 2003011509注文番号 2003011507

注文番号 2003011510注文番号 2003011508

注文番号 2003011506

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 !!



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.2020-0401

精度95％のAI自動翻訳で
翻訳作業ゼロの時代へ

3営業日以内にAIによる
自動翻訳結果をお渡し

「論文1本を無料で翻訳」の
専門フォームから原稿をアップロード

「アプライド アカデミー」で検索
T-400のウェブサイトにアクセス

たった３つのステップでAI自動翻訳の精度をご確認いただけます

詳しくは http://www.applied.ne.jp/lp/xtra/

究極の人工知能型クラウド翻訳サービス
アカデミープラン専門用語に強い!考える自動翻訳

無料翻訳実施中！論文・シラバス・その他資料1本 

見積り無料!お申し込みも簡単!
アプライド　アカデミー 無料翻訳はコチラ検　索

汎用的な自動翻訳とは異なり、分野ごと
に自動翻訳をチューニングすることで、
最大95%の精度で翻訳します。
対応分野は法務・医薬・金融・化学・IT・
機械・電気電子・特許など2,000分野
から選択が可能です。

事前に登録済みの用語や対訳が自動翻訳
結果に反映されるので ユーザ専用に
カスタマイズが可能です。さらに自動翻訳
された訳文も自由に編集可能。編集された
文を登録するとAIが自動学習し、次の
翻訳結果に反映されます。使えば使うほど
がAIが成長し翻訳精度が向上します。

セキュアな環境でお使いいただけるよう、
サーバーは全て日本国内に存在し、
ISMS認証取得の設備にて外部の不正な
アクセスから保護されています。
また、データ通信には暗号化システム
（SSL）を採用しています。

PDF・Word・Excel・PowerPoint
ファイルに対応。原文のレイアウトを
保ったまま翻訳するので修正の手間が
かかりません。
またWebサイトのURLを入力するだけ
で自動翻訳します。

T- 400（Translation for Onsha Only）とは？

2,000分野に
訳し分け

ユーザ専用
カスタマイズ

強固な
セキュリティ

さまざまな
ファイル形式に対応

強固な
セキュリティ

ファイル
そのまま
簡単翻訳

AIによる
学習機能

DOC PDF

PPT XLS

精度
95％

T-400は、2,000の分野からなる専門分野データベースと、ユーザごとの専用データベースを兼ね備えた、最新のAI自動翻訳です。専門分野データ
ベースは、医薬・化学・機械・IT・法務・金融など2,000分野の専門用語を膨大に蓄積しており、分野に合わせた適訳を自動翻訳に反映します。
御社専用データベースは、翻訳結果をデータベースに蓄積することでAIが学習、使えば使うほどよりユーザに合った自動翻訳にカスタマイズされます。

大学でもご利用者急増中!！

※1　利用できるパソコン等端末の台数は、1ユーザーにつき累計2台までとなります。
※2　4名以上のユーザーについてはご相談ください。

※3　アカウントは単語単位で行っています。　（例）This is a pen＝4単語
※4　日本語から英語（日英）の翻訳の場合は、2文字を1単語に換算してカウントします。　（例）これはペンです（7文字）＝4単語（四捨五入）

料金と各プランで翻訳可能なページ数の目安 複数名でもご利用いただけます

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

（内消費税24,000円）

（内消費税36,000円）

2万ワード

6万ワード

10万ワード

24万ワード

45万ワード

翻訳上限ワード数 自動翻訳年間利用料

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

合　計

税込価格 1人

税込価格 

税込価格 

55,000円

（内消費税13,000円）

2人

3人

ユーザー名 アカウント料

A. アカウント料（初期費用） B. 自動翻訳 年間利用料

＋ ＝

上限を超えた場合の
追加料金（1ワード当たり） 目安ページ（A4）

公費・校費での伝票お支払い可能

初回
限定

（内消費税5,000円）

44,000円
（内消費税4,000円）

99,000円 0.0円 000ページ

200ページ

330ページ

880ページ

1,500ページ

1.5円

1.2円

1.0円

0.8円

（内消費税4,000円）

154,000円
（内消費税4,000円）

187,000円
（内消費税4,000円）

396,000円
（内消費税4,000円）

539,000円
（内消費税4,000円）

99,000円
（内消費税9,000円）

132,000円

264,000円

396,000円

（内消費税9,000円）

132,000円

143,000円

（内消費税5,000円）

未 未




