
注文番号 2006010101

注文番号 2006010102

注文番号 2006010103

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Corei5-9400 プロセッサー
● メモリ：8GB（4GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：250GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：UHD 630 グラフィック

118,338118,338円税込円円円税込税込税込限定
特価

シンプルなビジネスデスクトップ

安心の

1年間
保証付

お変わりございませんかお変わりございませんか アプライドの外販スタッフが研究室のお困りごとの解消や
情報収集のお手伝いいたします。
アプライドの外販スタッフが研究室のお困りごとの解消や
情報収集のお手伝いいたします。

あらためて、新学期の
体制づくり
あらためて、新学期の
体制づくり ● ディスプレイ端子：DisplayPort ×4

● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約96（W）×365（D）×330（H）

BeClia TypeSBeClia TypeS

Pro
(64bit)

「急ぎパソコンが必要」

「休眠していたパソコンの再設定」

「パソコンの配置換えによる設定
変更やネットワークづくり」

● OS：非搭載
● CPU：[2基]インテル® Xeon®
　 Silver 4210 プロセッサー
● メモリ：32GB（8GB×4）DDR4-2666
● ストレージ：1TB 高耐久 HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ

548,900548,900円税込円円円税込税込税込限定
特価

科学技術計算用
ワークステーション

安心の

3年間
保証付

科研費を使った研究活動科研費を使った研究活動
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-GDDR5
● ディスプレイ端子：DisplayPort ×4
● 電源：1,200W/200V 時 80 Plus Platinum 認証
● 保証期間：3年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

CERVO Grasta Type-ES2SCERVO Grasta Type-ES2S

Pro
(64bit)

「AI、DeepLeraning対応
マシン」

「論文等の翻訳サービス」

「用途別パソコン、
ワークステーションの選定」

4➡11
ページ

4➡7
ページ

13➡14
ページ

16ページ

49,80049,800円税込円円円税込税込税込限定
特価

安心の自動バック
アップストレージ梅雨対策梅雨対策 D-MASTER SSD excellent 1TBD-MASTER SSD excellent 1TB

「落雷、水事故対策」

「データを守る仕組みづくり」

「抗菌グッズ」

アプライドオリジナル 

－ SSD excellent －

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！高速！NVMe SSDを採用！

USB
外付けタイプ

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

注文番号 2006010104

99,80099,800円税込円円円税込税込税込限定
特価

ホームページ スマホ対応テンプレートプランホームページ スマホ対応テンプレートプランオープンキャンパスの
準備
オープンキャンパスの
準備

「高校生向けのホームページ製作」
「既存サイトのリニューアル・
維持管理」

レスポンシブデザイン、76パターンのテンプレートから選定、5ページ

スマートフォン対応サイト制作スマートフォン対応サイト制作

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

人気
NO.1

メール
WEB注文

訪問
営業

2020 年 6月 Vol .12020 年 6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

通信販売のように、メールやWEBによる見積作成、ご注文を承っております。

https://bto.applied.ne.jp/bto_guide.html
メール注文：商品番号を担当営業のアドレスまでお知らせください。
WEB注文：大学向けサイト「Applied Direct for University」
　　　　　　からお進みください。

新型コロナウイルスの予防と一日も早い収束のため、アプライドの外販スタッフも管理を心がけております。
訪問商談、オフィスまでの配達、障害対応などのご依頼は、従来通り担当スタッフまでお声がけくださいませ。
（事業所のご意向により訪問を控えさせていただいている地域もございます）
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リ
WEB授業、オンライン会議の
必需品!

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！

DATASIM softbank プラン 年間パックデータSIM

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！

DATASIM softbank プラン 短期間パックデータSIM

注文番号 2006010201

注文番号 2006010202

注文番号 2006010203

注文番号 2006010204

注文番号 2006010205

注文番号 2006010206

注文番号 2006010207

3ヶ月 24,80024,800円(税込)
注文番号 2006010208

6ヶ月 44,80044,800円(税込)30GB/月プラン

注文番号 2006010209

3ヶ月 19,80019,800円(税込)
注文番号 2006010210

6ヶ月 34,80034,800円(税込)15GB/月プラン

研究室に!テレワーク用に!
インターネットがさらに便利に!

softbankエリア準拠!快適高速通信のNEWプラン!ルーター端末セットは下記モデル

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 !!

※本サービスに通信機器は含まれません。対応機器をユーザー様にてご用意願います。※月間データ量の上限を超えた場合、当月末日まで通信速度を送受信最大128Kbpsに低速化します。※月末まで未使用のデータ容量は繰り越しを行いません。

15GBプラン  3日間 2GB制限あり　/  30GBプラン　3日4GB制限あり

ALTEEM G Special jetfonG1701-GB

FUJISOFT FS030W

最大通信速度：UL50Mbps DL150Mbps/WLAN：IEEE802.11 
a/ac/b/g/n/ バッテリー：2,900mAh /ディスプレイ：5.5インチタッチパ
ネル/Android 7.1.2 Nougat/サイズ：154×76×7.9mm 180g/同時接
続端末台数：5台/SIMスロット数 ２×Nano SIM

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  サイズ：74x74x17.3 mm 質量：約128g 

パソコン、スマートフォン、タブレットPC
など最大10台同時接続可能！工事不要！

パソコン、スマートフォン、タブレットPCなど
最大5台同時接続可能！工事不要！

限定スマホ特別プラン !

注文番号 2006010221

39,80039,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2006010222

59,80059,800円(税込)
注文番号 2006010223

34,80034,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2006010224

44,80044,800円(税込)

３日間４GB制限 ※3カ月、６カ月の契約になります。端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

３日間2GB制限 ※3カ月、６カ月の契約になります。端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

校費、物品調達としてご購入いただける人気の一括レンタルパッケージ!

校費、物品調達としてご購入いただける人気の一括レンタルパッケージ!

短期間限定プラン !

端末代・通信料
一括お支払い！
月額料金不要！

端末代・通信料
一括お支払い！
月額料金不要！

2年版

1年版

149,800149,800円(税込)

89,80089,800円(税込)

50GB/月プラン

2年版

1年版

99,80099,800円(税込)

59,80059,800円(税込)

30GB/月プラン

2年版

1年版

84,80084,800円(税込)

49,80049,800円(税込)

12GB/月プラン

国内専用

※クレードルは別売りです。

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

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 2006010211 69,80069,800円(税込)
注文番号 2006010212 99,80099,800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。

注文番号 2006010213 99,80099,800円(税込)
注文番号 2006010214 129,800129,800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。

注文番号 2006010215

注文番号 2006010216

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

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す

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 

12GB/月プラン

30GB/月プラン

50GB/月プラン

注文番号 2006010217

40,80040,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2006010218

60,80060,800円(税込)
注文番号 2006010219

35,80035,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2006010220

45,80045,800円(税込)

３日間４GB制限 ※６カ月の契約になります。端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

３日間2GB制限 ※６カ月の契約になります。端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

校費での
お支払OK!

30GB
/月プラン

15GB
/月プラン

30GB
/月プラン

15GB
/月プラン
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注文番号 2006010301

注文番号 2006010303

注文番号 2006010305 注文番号 2006010306 注文番号 2006010307

注文番号 2006010304

注文番号 2006010302

テレワークPC特集

大画面表示でシステムを活用

テレワーク  　　　　　　　特別パック テレワーク  　　　　　特別パック

Core i5 第4世代 / メモリ8GB / 240GB SSD / ドライブ非搭載/
無線LAN/12.5型液晶 / Win10Home64Bit / Officeあり / テンキーなし / 
本体、ACアダプタ―、保証書(91日間) / ヘッドセット / マウス

パソコンにWEBカメラ
及び無線LAN機能は
搭載されています！

パソコンにWEBカメラ
及び無線LAN機能は
搭載されています！

ヘッドセット付!ヘッドセット付!

60,28060,280円税込

12.5型
ワイド液晶

Home
(64bit)

限定
特価

39,80039,800円税込限定
特価

74,80074,800円税込限定
特価

X240 20AMS
Core i3-7020U(2.30GHz) / メモリ4GB / HDD500GB /DVD-ﾗｲﾀｰ/
無線LAN/15.6型液晶 / Win10Home64Bit / テンキーあり / 
本体、ACアダプタ―、保証書(91日間) / ヘッドセット / マウス

78,98078,980円税込

15.6型
ワイド液晶

Home
(64bit)

限定
特価

5KX40AV-AJJO/TELE

アプライド テレワークリユースPC 専用WEBサイトはこちらより

http://ride3.applied-net.co.jp/shopbrand/ct1751
アプライド テレワークPC新品 専用WEBサイトはこちらより

http://ride3.applied-net.co.jp/shopbrand/ct1750

導入した新しいシステム。さらに活用できるよう
～他学の先生、他学の学生さん、企業の方や先輩方をゲスト参加～

■31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI×2/DisplayPort×1
■スピーカー：非搭載
■W714×D209×H512mm

■31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI×2/DisplayPort×1
■スピーカー：非搭載
■W714×D209×H512mm

■31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI×2/DisplayPort×1
■スピーカー：非搭載
■W714×D209×H512mm

32QN600-B32QN600-B

MW632STMW632ST

31.5ワイド液晶ディスプレイ31.5ワイド液晶ディスプレイ

69,80069,800円税込限定
特価

■55インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Sub×1/HDMI2.0×3
■スピーカー：10W×2
■W1243×D225×H776mm

■55インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Sub×1/HDMI2.0×3
■スピーカー：10W×2
■W1243×D225×H776mm

■55インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Sub×1/HDMI2.0×3
■スピーカー：10W×2
■W1243×D225×H776mm

DKS-4K55DG3DKS-4K55DG3

55ワイド液晶ディスプレイ55ワイド液晶ディスプレイ

大画面モニタ出力で見やすく

プロジェクター

■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

173,800173,800円税込限定
特価EP1785WEP1785W

■最大輝度:3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/VGA/RCAコンポジット
■W292×D213×H44mm

■最大輝度:3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/VGA/RCAコンポジット
■W292×D213×H44mm

■最大輝度:3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/VGA/RCAコンポジット
■W292×D213×H44mm

228,800228,800円税込限定
特価EB-536WTEB-536WT

■最大輝度:3400ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/S端子/RCA
■W344×D315×H94mm

■最大輝度:3400ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/S端子/RCA
■W344×D315×H94mm

■最大輝度:3400ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■接続：HDMI/D-Sub 15pin/S端子/RCA
■W344×D315×H94mm

プロジェクタの天吊り工事、大判ディスプレイの壁掛け工事なども承っております!

※天吊り工事別途承ります。

アプライドでは、WEB授業やご自宅でお仕事をなさる方に向けて
「テレワークPC特別パック」をご用意いたしました。

例えば例えば 例えば例えば

パソコンにWEBカメラ
及び無線LAN機能は
搭載されています！

パソコンにWEBカメラ
及び無線LAN機能は
搭載されています！

ヘッドセット付!ヘッドセット付!

リユースPCリユースPC 新品PC新品PC
～12.5インチモバイルならこちら～ ～大きめの画面ならこちら～
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APPLIED Be-Clia for NUC シリーズ」は、手のひらサイズのビジネス・スタンダード・パソコンで
す。液晶モニターの背面にあるネジ穴を利用してパソコン本体を取り付けができます。

Be-Clia for NUCBe-Clia for NUC

限定
特価 98,450円税込

安心の

1年間
保証付

● OS：非搭載
● CPU：インテル® Core™ i5-8259U 2.3GHz
● メモリー：8GB (8GB×1)DDR4-2400
● ストレージ：250GB M.2 NVMe SSD
　 R:3100MB/s W:1600MB/s
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：インテル® I219-V 10/100/1000
　 Mbps Ethernet＋無線LAN
● グラフィック：インテル® Iris® Plus Graphics 655
● 電源：ACアダプター
● 保証：1年延長保証
● 外寸(mm)：約117(W)×112(D)×36(H)

● OS：非搭載
● CPU：インテル® Core™ i5-8259U 2.3GHz
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4-2400
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
　 R:3470MB/s W:2600MB/s
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：インテル® I219-V 10/100/1000
　 Mbps Ethernet＋無線LAN
● グラフィック：インテル® Iris® Plus Graphics 655
● 電源：ACアダプター
● 保証：1年延長保証
● 外寸(mm)：約117(W)×112(D)×31(H)

● OS：非搭載
● CPU：インテル® Core™ i7-8559U 2.7GHz
● メモリー：16GB（16GB×1）DDR4-2400
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
　 R:3470MB/s W:2600MB/s
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：インテル® I219-V 10/100/1000
　 Mbps Ethernet＋無線LAN
● グラフィック：インテル® Iris® Plus Graphics 655
● 電源：ACアダプター
● 保証：1年延長保証
● 外寸(mm)：約117(W)×112(D)×51(H)

Be-Clia for NUC
Type-e8259U カスタマイズ

手のひらサイズ

注文番号2006010401

カスタマイズカスタマイズ手のひらサイズ
省スペースパソコン
手のひらサイズ

省スペースパソコン

限定
特価 120,340円税込

安心の

1年間
保証付

Be-Clia for NUC
Type-d8259U カスタマイズ

手のひらサイズ

注文番号2006010402

限定
特価 129,470円税込

安心の

1年間
保証付

Be-Clia for NUC
Type-z8559U カスタマイズ

手のひらサイズ

注文番号2006010403

「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 LinuxBe-Clia for Linux

限定
特価 141,900円税込

安心の

3年間
保証付

Be-Clia for Linux
Type-M9 カスタマイズ

ミドルタワー

注文番号2006010404

カスタマイズカスタマイズ

● OS：Ubuntu18.04LTS
● CPU：インテル® Core™ i7-9700 3.0GHz
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4 2666
● ストレージ：1TB （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：インテル® I219-V
　 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 
● グラフィック：インテル® UHD 630 グラフィック
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約190(W)×417(D)×350(H)

限定
特価 185,020円税込

安心の

3年間
保証付

Be-Clia for Linux
Type-Z9 カスタマイズ

ミドルタワー

注文番号2006010405

● OS：Ubuntu18.04LTS
● CPU：インテル® Core™ i9-9700K 3.6GHz
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4 2666
● ストレージ：1TB（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：インテル® I219-V
　 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 
● グラフィック：インテル® UHD 630 グラフィック
● 電源：650W 80 Plus Silver 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約200(W)×460(D)×430(H)

限定
特価 192,500円税込

安心の

3年間
保証付

Be-Clia for Linux
Type-T9 カスタマイズ

ミドルタワー

注文番号2006010406

● OS：CentOS8.x ｲﾝｽﾄｰﾙ代行
● CPU：インテル® Core™ i7-9700 3.0GHz
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4 2666
● ストレージ：1TB （7200rpm,64MB,6Gb/s SATA）
● ストレージ（増設）：4TB（5400rpm,256MB,6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：インテル® I219-V
　 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 
● グラフィック：GeForce GTX 1660 GDDR6
● 電源：650W 80 Plus Silver 認証
● 保証：1年延長保証
● 外寸(mm)：約210(W)×466(D)×435(H)

● OS：CentOS8.x ｲﾝｽﾄｰﾙ代行
● CPU：インテル® Core™ i7-9700 3.0GHz
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4 2666
● ストレージ：1TB （7200rpm,64MB,6Gb/s SATA）
● ストレージ（増設）：4TB（5400rpm,256MB,6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：インテル® I219-V
　 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 
● グラフィック：GeForce GTX 1660 GDDR6
● 電源：650W 80 Plus Silver 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約210(W)×466(D)×435(H)



高速起動「NVMe-SSD」搭載
ワークステーション
(ミドル・タワー型筐体） 

高速起動「NVMe-SSD」搭載
ワークステーション
(ミドル・タワー型筐体） 
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「APPLIED CERVO Rapid シリーズ」は、高速起動に特化した、デスクトップ及び簡易ワークス
テーションです。デスクトップにワークステーションの機能を加えたモデルで、机の横のスペースで作
業しながら簡易的な計算をさせる用途に向いております。

CERVO RapidCERVO Rapid

限定
特価 298,650円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：インテル® Core™ i7-9700K 3.6GHz
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4 2666
● ストレージ：250GB M.2 NVMe SSD
● ストレージ（増設）：3TB（5400rpm,64MB,
　 6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：インテル® I219-V 10/100/1000
　 Mbps Ethernet＋無線LAN
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5
● 電源：550W 80 Plus Platinum認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約220(W)×525(D)×480(H)

CERVO Rapid 
Type-Tower9 カスタマイズ

ミドルタワー

注文番号2006010501

カスタマイズカスタマイズ

「APPLIED CERVO Calcul シリーズ」は、インテル® Core™ Xプロセッサーを標準採用した
簡易科学技術計算向けのワークステーションシリーズです。

CERVO CalculCERVO Calcul

限定
特価 437,250円税込

安心の

3年間
保証付

CERVO Calcul 
Type-TXS カスタマイズ

フルタワー

注文番号2006010503

カスタマイズカスタマイズ

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：インテル® Core™ i9-9820X 3.3GHz
● メモリー：128GB（16GB×8） DDR4 2933
● ストレージ：SSD1TB 6Gb/s SATA
● ストレージ（増設）：1TB（7200rpm,128MB,6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：Intel I219V＆Intel® I211AT
　 Dual GigabitLAN
● グラフィック：Geforce RTX2060
● 電源：750W 80Plus GOLD認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約210(W)×418(D)×480(H)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

限定
特価 425,150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 3.8GHz
● メモリー：64GB（16GB×4） DDR4 2666
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
● ストレージ（増設）：4TB （5400rpm,64MB,
　 6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：インテル® I219-V 10/100/1000
　 Mbps Ethernet＋無線LAN
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5
● 電源：550W 80 Plus Platinum認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約220(W)×525(D)×480(H)

CERVO Rapid 
Type-TowerX7 カスタマイズ

ミドルタワー

注文番号2006010502

Pro
(64bit)

限定
特価 497,420円税込

安心の

3年間
保証付

CERVO Calcul 
Type-TXT カスタマイズ

フルタワー

注文番号2006010504

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：インテル® Core™ i9-9820X 3.3GHz
● メモリー：256GB（32GB×8） DDR4 2933
● ストレージ：SSD1TB 6Gb/s SATA
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：I219V Gigabit Ethernet &
　 Dragon RTL8125AG 2.5 Gigabit Ethernet
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3 2GB
● 電源：750W 80Plus GOLD認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約555(W)×230(D)×440(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：インテル® Core™ i9 10920X 3.5GHz
● メモリー：64GB（16GB×4） DDR4 2933
● ストレージ：SSD1TB M.2 NVMe
● ストレージ（増設）：2TB（7200rpm,128MB,6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：I219V Gigabit Ethernet &
　 Dragon RTL8125AG 2.5 Gigabit Ethernet
● グラフィック：GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6
● 電源：750W 80Plus GOLD認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約555(W)×230(D)×440(H)

Pro
(64bit)

限定
特価 610,720円税込

安心の

3年間
保証付

CERVO Calcul 
Type-TXZ カスタマイズ

フルタワー

注文番号2006010505

Pro
(64bit)
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H CERVO CreateCERVO Create

限定
特価 359,480円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：Xeon 4-Core E3-1225V6 3.3GHz 
● メモリー：64GB (16GB×4) DDR4 2400
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD＋3TB 耐久 HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5 
● 電源：600W 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約464(W)×465(D)×383(H)

カスタマイズカスタマイズ

CERVO Grasta
Type-IS2W-200501 

CERVO Create Type-XEMD01 注文番号2006010601

Pro
(64bit)

CERVO Create Type-XEMD02 注文番号2006010602

限定
特価 636,790円税込安心の

3年間
保証付

限定
特価 658,680円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：インテル® Core™ i9-7900X 3.3GHz 
● メモリー：128GB（16GB×8） DDR4 2666
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD＋3TB耐久HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P2000 5GB-GDDR5
● 電源：750W 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約226(W)×465(D)×488(H)

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：インテル® Xeon® W-2235 3.8GHz 
● メモリー：64GB（16GB×4）DDR4 2933
● ストレージ：480GB 高耐久 SATA3-SSD
● 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® Quadro®
　 P400 2GB-GDDR5
● 電源：900W 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約193(W)×525.3(D)×424(H)

CERVO Create Type-CIT 注文番号2006010603

注文番号2006010605

Pro
(64bit)

ミドルタワー

限定
特価 802,890円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：Xeon 6-Core W-2133 3.6GHz 
● メモリー：64GB（16GB×4） DDR4 2666
● ストレージ：HDD4TB（7200rpm,128MB,6Gb/s SATA）
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：GeForce RTX 2080Ti GDDR6 11GB
● 電源：750W 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約226(W)×465(D)×488(H)

CERVO Create Type-XWT 注文番号2006010604

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

ミドルタワー

クリエイティブな作業に求められる処理速度と表現性を重視したクリエイターの
創造性をあらゆる分野で実現できるワークステーションです。

CERVO Deep for LinuxCERVO Deep for Linuxカスタマイズカスタマイズ 深層学習 (Deep Learning) での計算に特化した学技術
計算向けに設計されたHPC 専用ワークステーションです。

第3世代 AMD Ryzen™ Threadripper™ プロセッ
サーは、7nm プロセスの「Zen」コア・ アーキテクチャを採
用。最上位モデルは、最大64コアと128スレッドの驚異的
な処理能力を誇ります。

ミドルタワー

限定
特価 495,660円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：Xeon 4-Core E3-1245V6 3.7GHz 
● メモリー：64GB(16GB×4) DDR4 2400
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD＋8TB 耐久 HDD
● SSD/HDD 増設：2TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA Quadro P4000 5GB-GDDR5
● 電源：600W 80 Plus Gold 認証 ● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約464(W)×465(D)×383(H)

Pro
(64bit)

ミドルタワー

CERVO GrastaCERVO Grasta
短納期 ワークステーション短納期 ワークステーション

短納期！！
「インテル® Xeon® 
W-2235」搭載
ワークステーション

CERVO Grasta
Ryzen Type-RT3X

限定
特価 642,070円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：AMD Ryzen Threadripper3 3970X
● メモリー：64GB（16GB×4） DDR4 3200
● ストレージ：1TB M.2 NVMe
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク有線：[1ポート]10ギガビット
　 [1ポート]2.5ギガビット
● ネットワーク無線：IEEE 802.11a/b/g/n/ax
　 WiFi 6 802.11ax（2.4Gbps）
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5500 XT 8GB-GDDR6
● 電源：750W 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約210(W)×418(D)×480(H)

注文番号2006010606

Pro
(64bit)

CERVO Grasta
For Ryzen
CERVO Grasta
For Ryzenカスタマイズカスタマイズ

AMD Ryzen™ 
Threadripper™ 3
シリーズ・プロセッサー
（フル・タワー型） 

フルタワーフルタワー

CERVO Grasta
Ryzen Type-RT3R

限定
特価 756,030円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3970X
● メモリー：128GB （16GB×8） DDR4 3200
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク有線：[1ポート]10ギガビット
　 [1ポート]2.5ギガビット
● ネットワーク無線：IEEE 802.11a/b/g/n/ax
　 WiFi 6 802.11ax（2.4Gbps）
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5500 XT 8GB-GDDR6
● 電源：850W 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約555(W)×230(D)×440(H)

注文番号2006010607

Pro
(64bit)

AMD Ryzen™ 
Threadripper™ 3
シリーズ・プロセッサー
（フル・タワー型） 

フルタワー

CERVO Deep for
Linux Type-DPXS

限定
特価 1,124,200円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：Xeon 12-Core W-2265 3.5GHz
● メモリー：64GB（8GB×8） DDR4 2666
● ストレージ：480GB 高耐久 SSD
● ストレージ増設：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：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約230(W)×560(D)×583(H)

注文番号2006010608

Deep Learning
ワークステーション
（Xeon 1CPU/
3GPU対応）

フルタワー

CERVO Deep for
Linux Type-DPXXS

限定
特価 1,993,200円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：[2基]インテル® Xeon® Silver 4210 2.2GHz
● メモリー：384GB（32GB×12）DDR4 2933
● ストレージ：480GB 高耐久 SSD
● ストレージ増設：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：[4基]NVIDIA® GeForce RTX™
　 2080 Ti 11GB-GDDR6
● 電源：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約220(W)×590(D)×585(H)

注文番号2006010609

Deep Learning
ワークステーション
（Xeon 2CPU/
4GPU対応）

フルタワー

CERVO Deep for
Linux Type-DPXXS-Q

限定
特価 2,964,940円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：[2基]インテル® Xeon® Silver 4210 2.2GHz
● メモリー：512GB（64GB×8） DDR4 2933
● ストレージ：480GB 高耐久 SSD
● ストレージ増設：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：[4基] NVIDIA® Quadro® 
　 RTX 5000 16GB-GDDR6
● 電源：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約220(W)×590(D)×585(H)

注文番号2006010610

Deep Learning
ワークステーション
（Xeon 2CPU/
4GPU対応）

フルタワー



XILINX アクセラレータ・
カード搭載
静音ワークステーション
（1CPU） 

XILINX アクセラレータ・
カード搭載
静音ワークステーション
（2CPU） 
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ザイリンクスの Alveo™ U50 データセンター アクセラレータ カードは、金融コン
ピューティング、機械学習、計算用ストレージ、データ検索/分析などあらゆるワークロー
ドに対応し、最適化されたアクセラレーション機能を提供します。ザイリンクスの 
UltraScale+™ アーキテクチャをベースに構築され、100Gbps ネットワーク I/O、PCIe 
Gen4、HBM を統合しています。

一般的なソフトウェアに対するアクセラレートはザイリンクスおよびパートナーがエコシス
テムとなり広範なアプリケーションをサポートしております。お客様独自のソフトウェアを
アクセラレートする際には、アプリケーション開発者ツール（Vitis™）を利用することで、
差別化したアプリケーションを市場へ送り出すことができます。

Vitis™ AI 開発環境は、エッジ デバイスと Alveo カードの両方を含む、ザイリンクス 
ハードウェア プラットフォーム上での AI 推論開発向けのザイリンクス開発プラット
フォームで、最適化された IP、ツール、ライブラリ、モデル、サンプル デザインが含まれます。

■ 主流フレームワークと多様な深層学習タスクに対応できる最新モデルをサポート
■ ザイリンクス デバイスですぐに運用できる最適化済みの包括的なモデル セットが提供
　されているため、要件に合ったモデルを見つけて、アプリケーションを再トレーニング
　可能！
■ モデルの量子化、キャリブレーション、微調整をサポートする高性能クオンタイザーを
　提供。アドバンス ユーザー向けには、モデルを最大 90% プルーニングできるオプショ
　ンの AI オプティマイザーも提供
■ AI プロファイラーは、レイヤーごとに分析を実行してボトルネックを解消
■ AI ライブラリは、エッジとクラウド間の移植性を高めるため高レベルの C++ および 
　Python API を提供
■ 高効率かつスケーラブルな IP コアをカスタマイズして、スループット、レイテンシ、消費
　電力などさまざまなアプリケーション要件に対応

限定
特価 914,540円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：インテル® Xeon® W-2223 3.6GHz
● メモリー：128GB（32GB×4）DDR4 2933
● ストレージ：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：[1ポート]ギガビット＋
　 [1ポート]5ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro®
　 P400 2GB-GDDR5
● 電源：900W/100V 時 80 Plus Gold 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約193(W)×525.3(D)×424(H)

CERVO Grasta PALTEK
Type-ISFP2W カスタマイズ ミドルタワー

FPGA アクセラレータ・カード
「XILINX Alveo U50」を
標準搭載

FPGA アクセラレータ・カード
「XILINX Alveo U50」を
標準搭載

Vitis™ AI 開発環境Vitis™ AI 開発環境

注文番号2006010701

限定
特価 1,229140円税込

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：[2基]インテル® Xeon® Silver 4208 2.1GHz 
● メモリー：256GB（16GB×16）DDR4 2933
● ストレージ：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® Quadro®
　 P400 2GB-GDDR5
● 電源：1,200W/200V 時 80 Plus Platinum 認証
● 保証：3年延長保証
● 外寸(mm)：約193(W)×525.3(D)×424(H)

CERVO Grasta PALTEK
Type-ESFP2S カスタマイズ ミドルタワー

注文番号2006010702

ザイリンクス社製
FPGAアクセラレーターカード Alveo　



厳選アイテム厳選アイテムSSD カスタマイズ 新品ノートパソコン特集SSD カスタマイズ 新品ノートパソコン特集

8JT97PA-
AAAN 44,800円税込

SSD128GBモデル

58,300円税込
 3年保証モデル

79,800円税込
SSD256GBモデル

93,300円税込
 3年保証モデル

109,800円税込
SSD256GBモデル

123,300円税込
 3年保証モデル

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 2006010801 注文番号 2006010802 注文番号 2006010803

■CPU：AMD A4-9125 2.3GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：AMD A4-9125 2.3GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：AMD A4-9125 2.3GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

ノートパソコン 注文番号 2006010805

ノートパソコン 注文番号 2006010807 ノートパソコン 注文番号 2006010808 ノートパソコン 注文番号 2006010809

ノートパソコン 注文番号 2006010804 ノートパソコン 注文番号 2006010806

約1.78kg

Pro
(64bit)

8NW45PA-
AAAA

約1.7kg

Home
(64bit)

Home
(64bit)

Home
(64bit)

Home
(64bit)

サイズ:376×246×24.5mmサイズ:376×246×24.5mm

サイズ:358×242×19.9mm
バッテリー駆動時間:約9.5時間
サイズ:358×242×19.9mm
バッテリー駆動時間:約9.5時間

サイズ:358×242×19.9mm
バッテリー駆動時間:約9.5時間
サイズ:358×242×19.9mm
バッテリー駆動時間:約9.5時間

サイズ:357.6×228.4×16.8mm
バッテリー駆動時間:約25時間
サイズ:357.6×228.4×16.8mm
バッテリー駆動時間:約25時間

サイズ:379×257.9
×16.9～23.9mm
サイズ:379×257.9
×16.9～23.9mm

サイズ:376×246×22.5mm
バッテリー駆動時間:約12時間
サイズ:376×246×22.5mm
バッテリー駆動時間:約12時間 サイズ:376.5×254.5×22.95mmサイズ:376.5×254.5×22.95mm

サイズ:376.5×254.5×22.95mmサイズ:376.5×254.5×22.95mm

約2.3kg

15.6型
ワイド液晶

8NV82PA-
AAAA

■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

約1.7kg

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

5KX38AV-ABLU
HP 250 G7/C

20Q7S02B00

74,800円税込
SSD480GBモデル

88,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

54,800円税込
HDD500GBモデル

92,800円税込
SSD480GBモデル

106,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

72,800円税込
HDD500GBモデル

124,800円税込
SSD1TBモデル

138,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデル

84,800円税込
SSD256GBモデル

129,800円税込
SSD1TBモデル

143,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデル

89,800円税込
SSD256GBモデル

149,800円税込
SSD480GBモデル

163,300円税込
SSD500GB＋3年保証モデル

129,800円税込
SSD256GBモデル

229,800円税込
SSD1TBモデル

243,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデル

189,800円税込
SSD256GBモデル

■CPU：Celeron N4000 1.1GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Celeron N4000 1.1GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Celeron N4000 1.1GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-8130U
■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 i3-8130U
■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 i3-8130U
■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1.78kg

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

メモリでパソコンをスピードアップ！メモリでパソコンをスピードアップ！
Windows起動および動作がキビキビ！

動画や画像ファイルの読込・編集が快適！

複数のソフトを同時に立ち上げることができる！

⇒作業効率を大幅に改善 !!

メモリは、使用するパソコンに
合わせて様々な種類があります

お気軽にお問い合わせください！
作業目的・PC環境に
応じた最適なメモリを
ご提案いたします！

超快適！パソコン高速化
SSDカスタマイズパック
HDDよりも高速・静音・耐衝撃性・低
消費電力・低発熱・軽量化に優れてい
る最新のストレージ！！
パソコンのHDDをSSDに入れ替える
ことで高速化を実現！！

PB6DNYB
44R7FD1

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

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

■CPU：Core i3-8130U 2.2GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■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

A6BSEPL
85A21

■CPU：Core i5-8265U
　1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8265U
　1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8265U
　1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

20LXS7TN00

■CPU：Core i5-8350U
　1.7GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8350U
　1.7GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8350U
　1.7GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■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

15Z995-GP52J

約1.099kg

■CPU：Corei5-10210U
　1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6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
■15.6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
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

15.6型
グレアパネル フルHD

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます 台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます 台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます 台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます 台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます 台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます 台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます
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厳選アイテム厳選アイテム高性能パソコン & モバイルノートパソコン特集高性能パソコン & モバイルノートパソコン特集
高性能ノートパソコン 高性能ノートパソコン 高性能ノートパソコン注文番号 2006010901 注文番号 2006010902 注文番号 2006010903

モバイルノートパソコン タブレット モバイルノートパソコン注文番号 2006010904 注文番号 2006010905 注文番号 2006010906

モバイルノートパソコン モバイルノートパソコン モバイルノートパソコン注文番号 2006010907 注文番号 2006010908 注文番号 2006010909

モバイルノートパソコン モバイルノートパソコン注文番号 2006010910 注文番号 2006010911

Home
(64bit)

約2.2kg

164,800円税込
SSD480GBモデル

178,300円税込
SSD500GB＋3年保証モデル

139,800円税込
HDD1TBモデル

Pro
(64bit)

サイズ:363×255×22.9mmサイズ:363×255×22.9mm

PC-GN186
JFNDAGFD1YDA

■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：8GB  ■HDD：1TB
■DVDマルチ ■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：8GB  ■HDD：1TB
■DVDマルチ ■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：8GB  ■HDD：1TB
■DVDマルチ ■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.35kg

239,800円税込
SSD1TBモデル

253,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデル

199,800円税込
SSD512GBモデル

サイズ:380.6×262.6×17.4mm
バッテリー駆動時間:約19.5時間
サイズ:380.6×262.6×17.4mm
バッテリー駆動時間:約19.5時間

17Z90N-VA73J/16G

■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：16GB  ■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ  ■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：16GB  ■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ  ■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：16GB  ■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ  ■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Home
(64bit)

約2.66kg

379,800円税込
SSD512GB＋HDD1TBモデル

サイズ:397×268.5×27.5mmサイズ:397×268.5×27.5mm
GE75-9SG-438JP

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz  ■メモリ：16GB  ■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載 ■17.3インチ ■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz  ■メモリ：16GB  ■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載 ■17.3インチ ■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz  ■メモリ：16GB  ■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載 ■17.3インチ ■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

約1.49kg

94,800円税込
SSD240GBモデル

108,300円税込
SSD240GB＋3年保証モデル

79,800円税込
HDD500GBモデル

Pro
(64bit)

サイズ:308.5×231×18mm
バッテリー駆動時間:約13.1時間
サイズ:308.5×231×18mm
バッテリー駆動時間:約13.1時間

5JC12AV#ABJ
HP ProBook 430
G6/CT

■CPU：Celeron 4205U
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■DVDマルチ  ■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Celeron 4205U
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■DVDマルチ  ■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Celeron 4205U
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■DVDマルチ  ■13.3インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

約1.44kg

143,300円税込
3年保証モデル

129,800円税込
SSD256GBモデル

Pro
(64bit)

サイズ:313.5×222.2×18.2mm
バッテリー駆動時間:約11.6時間
サイズ:313.5×222.2×18.2mm
バッテリー駆動時間:約11.6時間

20LJS5DK00

■CPU：Core i5-8250U 1.6GHz
■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 1.6GHz
■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 1.6GHz
■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

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

モバイルノートパソコン

約810g

101,300円税込
3年保証モデル

87,800円税込
SSD128GBモデル

Pro
(64bit)

サイズ:300×232×8mm
バッテリー駆動時間:約9.8時間
サイズ:300×232×8mm
バッテリー駆動時間:約9.8時間

5MP23PA#ABJ

■CPU：Core i3-8130U 2.2GHz
■メモリ：4GB　■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13インチ     ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8130U 2.2GHz
■メモリ：4GB　■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13インチ     ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8130U 2.2GHz
■メモリ：4GB　■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13インチ     ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

約995g 

239,800円税込
SSD500GBモデル

253,300円税込
SSD500GB＋3年保証モデル

199,800円税込
SSD256GBモデル

サイズ:323.4×211.8×16.5mm
バッテリー駆動時間:約27時間
サイズ:323.4×211.8×16.5mm
バッテリー駆動時間:約27時間

14Z995-GP52J/16G

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB  ■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14インチ     ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB  ■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14インチ     ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB  ■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14インチ     ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

約1270g

103,300円税込
3年保証モデル

89,800円税込
SSD256GBモデル

Pro
(64bit)

サイズ:316×229×
18.2～22.4mm
サイズ:316×229×
18.2～22.4mm

PR7ANGJ4447FDX

■CPU：Core i3-6006U 2.0GHz
■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 i3-6006U 2.0GHz
■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 i3-6006U 2.0GHz
■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

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

約779g

188,300円税込
3年保証モデル

174,800円税込
SSD256GBモデル

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

約1.035kg

169,800円税込
SSD480GBモデル

183,300円税込
SSD240GB＋3年保証モデル

149,800円税込
HDD320GBモデル

サイズ:283.5×203.8×25.3mm
バッテリー駆動時間:約18時間
サイズ:283.5×203.8×25.3mm
バッテリー駆動時間:約18時間

CF-SZ6RDAVS

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz        ■メモリ：4GB
■HDD：320GB  ■光学ドライブ非搭載 ■12.1インチ
■無線LAN搭載  ■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz        ■メモリ：4GB
■HDD：320GB  ■光学ドライブ非搭載 ■12.1インチ
■無線LAN搭載  ■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz        ■メモリ：4GB
■HDD：320GB  ■光学ドライブ非搭載 ■12.1インチ
■無線LAN搭載  ■Win10 Pro 64bit

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

Pro
(64bit)

サイズ:308.8×211.6×17.9mm
バッテリー駆動時間:約19時間
サイズ:308.8×211.6×17.9mm
バッテリー駆動時間:約19時間

A6G7FPF2D511
dynabook G83/FP

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■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 i5-10210U 1.6GHz
■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 i5-10210U 1.6GHz
■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

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

約1.275kg

249,800円税込
SSD1TBモデル

263,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデル

209,800円税込
SSD256GBモデル

サイズ:333×225.6×24.5mm
バッテリー駆動時間:約10時間
サイズ:333×225.6×24.5mm
バッテリー駆動時間:約10時間

CF-LX6RDGVS

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz        ■メモリ：4GB
■SSD：256GB  ■DVDマルチ ■14インチ
■無線LAN搭載  ■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz        ■メモリ：4GB
■SSD：256GB  ■DVDマルチ ■14インチ
■無線LAN搭載  ■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz        ■メモリ：4GB
■SSD：256GB  ■DVDマルチ ■14インチ
■無線LAN搭載  ■Win10 Pro 64bit

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にてご案内をさせて頂きます

Pro
(64bit)
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S 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

64,800円税込
通常価格

84,800円税込
SSD480GBモデル

98,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

89,800円税込
通常価格

109,800円税込
SSD480GBモデル

123,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

79,800円税込
通常価格

99,800円税込
SSD480GBモデル

113,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

84,800円税込
通常価格

104,800円税込
SSD480GBモデル

118,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

69,800円税込
通常価格

89,800円税込
SSD480GBモデル

103,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

PE10NNN4MR5BD1

デスクトップパソコン 注文番号 2006011001

Celeron搭載Celeron搭載

AMD Ryzen 3搭載AMD Ryzen 3搭載

約4.3kg

デスクトップパソコン 注文番号 2006011002

■CPU：Celeron G4900 3.1GHz
■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 2006011003 デスクトップパソコン 注文番号 2006011004

デスクトップパソコン 注文番号 2006011005 デスクトップパソコン 注文番号 2006011006

デスクトップパソコン 注文番号 2006011007 デスクトップパソコン 注文番号 2006011008

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）

9SV85PA#ABJ Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

約5.88kg

■CPU：Core i5-9500 3.0GHz
■メモリ：4GB
■HDD：1TB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:92.6×290×292mm

DTOP059-004N1 

Core i5搭載Core i5搭載

Pro
(64bit)

約5.26kg

■CPU：AMD Ryzen 3 PRO 3200G 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB　■DVDライター
■Win10 Pro 64bit　■サイズ:270×296×95mm

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。

Core i3搭載Core i3搭載

10SU005WJP Pro
(64bit)

約6kg

■CPU：Core i3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×290.5×340mm

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。

■CPU：Core i3-8100
■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

FMVD45059P

Core i3搭載Core i3搭載

Pro
(64bit)

約6.4kg

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。

119,800円税込
通常価格

139,800円税込
SSD480GBモデル

153,300円税込
SSD480GB＋3年保証モデル

PE10NAN4MR7BD1 

Core i7搭載Core i7搭載

約4.3kg

■CPU：Core i7-8700
■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

Pro
(64bit)

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。

84,800円税込
通常価格

114,800円税込
SSD1TBモデル

128,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデルCore i5搭載Core i5搭載

11BD0013JP Pro
(64bit)

約4.25kg

■CPU：Core i5-8400 2.8GHz
■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

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。

139,800円税込
通常価格

169,800円税込
SSD1TBモデル

183,300円税込
SSD1TB＋3年保証モデル

VX2665G-N78U

Core i7搭載Core i7搭載

約4.4kg

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■スーパーマルチドライブ
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:102×306×333mm

Pro
(64bit)

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。



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

13インチMacBook Pro 13インチMacBook Pro注文番号 2006011102 注文番号 2006011103

136,180136,180円税込
アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB

158,180円税込
アカデミック価格

SSD
512GB
限定
特価

限定
特価

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 
Corei5 1.4GHzモデル
(スペースグレイ、シルバー） 

13インチ MacBook Pro 
Corei5 1.4GHzモデル
(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

195,580195,580円税込
アカデミック価格

SSD
512GB
SSD
512GB

217,580円税込
アカデミック価格

SSD
1TB
限定
特価

限定
特価

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10世代Intel Core i5 2.0GHz) ■メモリ:16GB
■Thunderbolt3ポート x4 ■Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar

13インチ MacBook Pro
Corei5 2.0GHzモデル
(スペースグレイ、シルバー） 

13インチ MacBook Pro
Corei5 2.0GHzモデル
(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 2006011101

注文番号 2006011104 注文番号 200601110527インチ iMac16インチ MacBook Pro

美しいモンスター美しいモンスター

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

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 2006011106Mac mini

iPad10.2インチ WiFi モデル iPad Air 10.5インチ WiFi モデルiPad Mini WiFi モデル 注文番号 2006011107

iPad Pro 11インチ WiFi モデル 注文番号 2006011110 iPad Pro 12.9インチ WiFi モデル 注文番号 2006011111

注文番号 2006011108

約300.5g 約483g

7.9型

約471g

11型

■64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ
■7.9インチ（対角）LEDバックライトワイドスクリーン
　Multi-Touchディスプレイ
■2,048 x 1,536ピクセル解像度、326ppi

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

注文番号 2006011109

10.2型

■64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ
■IPSテクノロジー搭載10.2インチ（対角）LEDバックライト
　Multi-Touchディスプレイ
■2,160 x 1,620ピクセル解像度、264ppi

■64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ
■10.5インチ（対角）LEDバックライト
　Multi-Touchディスプレイ
■2,224 x 1,668ピクセル解像度、264ppi

iPad10.2インチ WiFiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）
iPad10.2インチ WiFi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

256GB256GB
限定
特価 66,880円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 48,180円税込

アカデミック価格 32GB32GB
限定
特価 36,080円税込

アカデミック価格 128GB128GB
限定
特価 47,080円税込

アカデミック価格

iPad Air 10.5インチ WiFi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 WiFiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、シルバー）
64GB　64GB　
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）＊第1世代Apple Pencil対応（別売）

約456g

10.5型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

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

■Core i3(第10世代Intel Core i3 1.1GHz)

 103,180円税込
アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB

SSD
512GB
SSD
512GB

■Core i5(第10世代Intel Core i5 1.1GHz)
136,180136,180円税込

アカデミック価格

限定
特価

限定
特価

13型
〔共通仕様〕
■13インチTRetinaディスプレイ
■8GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度 
■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1.29kg

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
■16GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Thunderbolt 3ポートx4
■Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar

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

■Core i7 (第9世代Intel Core i7 2.6GHz)
■Radeon Pro 5300M(4GB GDDR6メモリ搭載） 250,580円税込

アカデミック価格SSD512GBSSD512GB

■Core i9 (第9世代Intel Core i9 2.3GHz)
■Radeon Pro 5500M(4GB GDDR6メモリ搭載） 294,580294,580円税込

アカデミック価格SSD1TBSSD1TB

〔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

Mac miniMac mini

その進化はミニじゃない。その進化はミニじゃない。

限定
特価 88,880円税込

アカデミック価格

SSD256GBSSD256GB

SSD512GBSSD512GB 限定
特価 118,580円税込

アカデミック価格

約1.3kg

■Core i3(第8世代Core i3 3.6GHz)

■Core i5(第8世代Core i5 3.0GHz)

■Liquid Retinaディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載11インチ（対角）
　LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi

iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、シルバー）
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ、シルバー）

64ビットアーキテクチャ搭載A12Z Bionicチップ64ビットアーキテクチャ搭載A12Z Bionicチップ
128GB128GB
限定
特価 87,780円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 99,880円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 124,080円税込

アカデミック価格

1TB1TB
限定
特価 148,280円税込

アカデミック価格

約641g

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）

64ビットアーキテクチャ搭載A12Z Bionicチップ64ビットアーキテクチャ搭載A12Z Bionicチップ
128GB128GB
限定
特価 104,280円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 116,380円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 140,580円税込

アカデミック価格

1TB1TB
限定
特価 164,780円税込

アカデミック価格
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A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D509×H414mm

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D509×H414mm

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D509×H414mm 約19.8kg

A4
カラーレーザー

A4
カラーレーザー

A4
カラーレーザー

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W451×D460×H413mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W451×D460×H413mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W451×D460×H413mm 約22.5kg

A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機A4カラーレーザー複合機

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W427×D509×H444mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W427×D509×H444mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W427×D509×H444mm 約29kg

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W430×D418×H287mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W430×D418×H287mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W430×D418×H287mm 約14kg

■27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx2
■スピーカー搭載
■W611.7×D230×H545.3mm

■27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx2
■スピーカー搭載
■W611.7×D230×H545.3mm

■27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx2
■スピーカー搭載
■W611.7×D230×H545.3mm

27型ワイド液晶27型ワイド液晶27型ワイド液晶

約8.5kg

■43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx2/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W970×D247×H606mm

■43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx2/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W970×D247×H606mm

■43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMIx2/HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W970×D247×H606mm

注文番号 2006011201液晶モニター

限定
特価 15,800円税込V246HYLCwidV246HYLCwid

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMI1.4x1
■スピーカー非搭載
■W554.4×D206.8×H415.8mm

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMI1.4x1
■スピーカー非搭載
■W554.4×D206.8×H415.8mm

■23.8インチ
■最大解像度:1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMI1.4x1
■スピーカー非搭載
■W554.4×D206.8×H415.8mm

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器
注文番号 2006011202液晶モニター 注文番号 2006011203液晶モニター

限定
特価 69,800円税込EV2760-BKEV2760-BK

注文番号 2006011204液晶モニター

限定
特価 38,800円税込27UL550-W 27UL550-W 

注文番号 2006011205液晶モニター 注文番号 2006011206液晶モニター

限定
特価 76,800円税込LCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K432XDB

約8.9kg

HDR10に対応した43型4K液晶ディスプレイHDR10に対応した43型4K液晶ディスプレイ

注文番号 2006011207レーザープリンター

限定
特価 39,800円税込HL-L8360CDWHL-L8360CDW

A4カラーレーザーA4カラーレーザー

注文番号 2006011208レーザープリンター 注文番号 2006011209レーザープリンター

限定
特価 49,800円税込LBP622CLBP622C

A4カラーレーザーA4カラーレーザー

注文番号 2006011213

レーザー複合機

限定
特価 51,800円税込MFC-L3770CDWMFC-L3770CDW

注文番号 2006011214

レーザー複合機

注文番号 2006011215

レーザー複合機

限定
特価 58,800円税込Satera MF642CdwSatera MF642Cdw

限定
特価 72,800円税込MC363dnwMC363dnw

A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN/Bluetooth
■両面印刷
■W468×D366×H193mm

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN/Bluetooth
■両面印刷
■W468×D366×H193mm

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN/Bluetooth
■両面印刷
■W468×D366×H193mm 約9.7kg

A3
インクジェット

A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機

■最高解像度：1440×5760dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W526×D415×H168mm

■最高解像度：1440×5760dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W526×D415×H168mm

■最高解像度：1440×5760dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W526×D415×H168mm 約10.5kg

A3
インクジェット

限定
特価 37,800円税込TR9530TR9530

限定
特価 89,800円税込EW-M970A3TEW-M970A3T

A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm

■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm 約24.7kg

A3
インクジェット

2段トレイ

限定
特価 64,800円税込MFC‒J6997CDWMFC‒J6997CDW

注文番号 2006011210

インクジェットプリンター

注文番号 2006011211

インクジェットプリンター

注文番号 2006011212

インクジェットプリンター

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

注文番号 2006011216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 2006011217プロジェクター 注文番号 2006011218プロジェクター

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

約4.25kg

■サイズ：27インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W623×D230×H572mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W623×D230×H572mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W623×D230×H572mm

27型ワイド液晶27型ワイド液晶27型ワイド液晶

約6.0kg

限定
特価 21,800円税込LCD-AH271EDB LCD-AH271EDB 

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D235×H414mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D235×H414mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D235×H414mm 約5.2kg

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W441×D486×H313mm

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W441×D486×H313mm

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W441×D486×H313mm 約21.9kg

A4
カラーレーザー

A4
カラーレーザー

限定
特価 37,800円税込C332DNWC332DNW

A4カラーレーザーA4カラーレーザー

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D504×H242mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D504×H242mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D504×H242mm 約22kg

A4
カラーレーザー

23.8ワイド液晶ディスプレイ23.8ワイド液晶ディスプレイ 27型ワイド液晶27型ワイド液晶

限定
特価 67,800円税込32UD59-B32UD59-B

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x2/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W728×D237×H578mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x2/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W728×D237×H578mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x2/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W728×D237×H578mm

31.5型ワイド液晶31.5型ワイド液晶31.5型ワイド液晶

約7.1kg

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
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厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器
注文番号 2006011301ポータブルHDD 注文番号 2006011302ポータブルHDD 注文番号 2006011303ポータブルSSD

注文番号 2006011304外付けHDD 注文番号 2006011305 注文番号 2006011306ネットワークHDD

注文番号 2006011308ポータブルSSD

注文番号 2006011310無停電電源装置 注文番号 2006011312無停電電源装置

注文番号 2006011313無線ルーター 注文番号 1910011314無線ルーター 注文番号 2006011315無線ルーター

注文番号 2006011316スキャナー 注文番号 2006011317スキャナー 注文番号 2006011318スキャナー

ネットワークHDD

■容量：4TB/6TB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
■電源：USBバスパワー
■W73×D195×H127mm

■容量：4TB/6TB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
■電源：USBバスパワー
■W73×D195×H127mm

■容量：4TB/6TB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
■電源：USBバスパワー
■W73×D195×H127mm

■容量：2TB
■USB3.2(Gen1)
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H19.5mm

■容量：2TB
■USB3.2(Gen1)
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H19.5mm

■容量：2TB
■USB3.2(Gen1)
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H19.5mm

RAID機能に対応した
USB 3.0/eSATA接続の外付HDD
RAID機能に対応した
USB 3.0/eSATA接続の外付HDD
RAID機能に対応した
USB 3.0/eSATA接続の外付HDD

約2.1kg

注文番号 2006011307セキュリティ付USBメモリ セキュリティソフトライセンス 注文番号 2006011309ソフト

注文番号 2006011311無停電電源装置

USB Type-C接続に対応した
ポータブルHDD（2TB）
USB Type-C接続に対応した
ポータブルHDD（2TB）
USB Type-C接続に対応した
ポータブルHDD（2TB）

約240g

注文番号 2006011314

複数のファイルを
まとめてPDFに
複数のファイルを
まとめてPDFに
複数のファイルを
まとめてPDFに

限定
特価 10,890円税込いきなりPDF Ver.7

COMPLETE
いきなりPDF Ver.7
COMPLETE

■入力電圧:100V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力コンセント:6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間

■入力電圧:100V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力コンセント:6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間

■入力電圧:100V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力コンセント:6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間

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
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
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
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
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
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
インテリジェントで効率的な電力保護

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:100V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：2200VA
■出力コンセント:10
■バッテリ期待寿命:4-6年
■充電時間:4時間
■W197×D544×H435mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:100V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：2200VA
■出力コンセント:10
■バッテリ期待寿命:4-6年
■充電時間:4時間
■W197×D544×H435mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:100V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：2200VA
■出力コンセント:10
■バッテリ期待寿命:4-6年
■充電時間:4時間
■W197×D544×H435mm

限定
特価 139,800円税込SMT2200JSMT2200J

約56kg

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz：4本
■有線LAN
■W36.5×D160×H160mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz：4本
■有線LAN
■W36.5×D160×H160mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz：4本
■有線LAN
■W36.5×D160×H160mm

IEEE802.11a/b/g/n/acに
準拠した無線LANルーター
IEEE802.11a/b/g/n/acに
準拠した無線LANルーター
IEEE802.11a/b/g/n/acに
準拠した無線LANルーター

限定
特価 8,980円税込WSR-2533DHPL2-BKWSR-2533DHPL2-BK

約360g

■フラットベッド
■原稿サイズ：A4
■光学解像度：4800dpi
■インターフェース：USB2.0
■W250×D367×H42mm

■フラットベッド
■原稿サイズ：A4
■光学解像度：4800dpi
■インターフェース：USB2.0
■W250×D367×H42mm

■フラットベッド
■原稿サイズ：A4
■光学解像度：4800dpi
■インターフェース：USB2.0
■W250×D367×H42mm

A4カラー/300dpiの文書を約8秒で読み取れる
フラットベッドスキャナー
A4カラー/300dpiの文書を約8秒で読み取れる
フラットベッドスキャナー
A4カラー/300dpiの文書を約8秒で読み取れる
フラットベッドスキャナー

限定
特価 11,800円税込CANOSCANLIDE400CANOSCANLIDE400

約1.7kg

■IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz：4本
■有線LAN
■W300×D75×H195mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz：4本
■有線LAN
■W300×D75×H195mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：5GHz/2.4GHz：4本
■有線LAN
■W300×D75×H195mm

WAN/LANそれぞれに
10GbEを搭載し、
「Wi-Fi 6（11ax）」に対応した
Wi-Fiルーター

WAN/LANそれぞれに
10GbEを搭載し、
「Wi-Fi 6（11ax）」に対応した
Wi-Fiルーター

WAN/LANそれぞれに
10GbEを搭載し、
「Wi-Fi 6（11ax）」に対応した
Wi-Fiルーター

限定
特価 37,800円税込WXR-5950AX12WXR-5950AX12

約1580g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：外部アンテナ×4
■有線LAN
■W260.2×D135×H38.6mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：外部アンテナ×4
■有線LAN
■W260.2×D135×H38.6mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■周波数：2.4/5GHz
■アンテナ数：外部アンテナ×4
■有線LAN
■W260.2×D135×H38.6mm

インテル Home Wi-Fiチップセット
「WAV654」を搭載した、
Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター

インテル Home Wi-Fiチップセット
「WAV654」を搭載した、
Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター

インテル Home Wi-Fiチップセット
「WAV654」を搭載した、
Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター

限定
特価 14,800円税込Archer AX50(JP)Archer AX50(JP)

約545g

■フラットベッド
■原稿サイズ：A3/A4
■光学解像度：2400dpi
■インターフェース：USB2.0
■W576×D406×H72mm

■フラットベッド
■原稿サイズ：A3/A4
■光学解像度：2400dpi
■インターフェース：USB2.0
■W576×D406×H72mm

■フラットベッド
■原稿サイズ：A3/A4
■光学解像度：2400dpi
■インターフェース：USB2.0
■W576×D406×H72mm

A3スキャナー
（フラットヘッド・2400dpi対応・TWAIN対応）
A3スキャナー
（フラットヘッド・2400dpi対応・TWAIN対応）
A3スキャナー
（フラットヘッド・2400dpi対応・TWAIN対応）

限定
特価 49,980円税込400-SCN025400-SCN025

約4.6kg

限定
特価 13,800円税込HD-PGAC2U3HD-PGAC2U3

■容量：4TB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W76×D114×H20mm

■容量：4TB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W76×D114×H20mm

■容量：4TB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W76×D114×H20mm

USB 3.1 Gen 1に対応した
ポータブルHDD（4TB）
USB 3.1 Gen 1に対応した
ポータブルHDD（4TB）
USB 3.1 Gen 1に対応した
ポータブルHDD（4TB）

約230g

限定
特価 19,800円税込HDPH-UT4DKRHDPH-UT4DKR

■容量：500GB/1TB
■USB3.1(Gen2)
■電源：USBバスパワー
■W49.55×D96.2×H8.85mm

■容量：500GB/1TB
■USB3.1(Gen2)
■電源：USBバスパワー
■W49.55×D96.2×H8.85mm

■容量：500GB/1TB
■USB3.1(Gen2)
■電源：USBバスパワー
■W49.55×D96.2×H8.85mm

フローを加速
ファイルを高速転送
フローを加速
ファイルを高速転送
フローを加速
ファイルを高速転送

限定
特価 11,800円税込
SDSSDE60-500G-G25SDSSDE60-500G-G25

限定
特価 21,800円税込
SDSSDE60-1T00-G25SDSSDE60-1T00-G25

限定
特価 43,800円税込
HDS2-UTX4.0HDS2-UTX4.0

限定
特価 62,800円税込
HDS2-UTX6.0HDS2-UTX6.0

■容量：16GB/32GB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
■電源：USBバスパワー
■W19.8×D10×H68mm

■容量：16GB/32GB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
■電源：USBバスパワー
■W19.8×D10×H68mm

■容量：16GB/32GB
■USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
■電源：USBバスパワー
■W19.8×D10×H68mm

ウイルスチェック＆パスワード認証搭載の
高速USBメモリー
ウイルスチェック＆パスワード認証搭載の
高速USBメモリー
ウイルスチェック＆パスワード認証搭載の
高速USBメモリー

約12g

限定
特価 5,940円税込

限定
特価 20,800円税込 46,800円税込限定

特価

RUF3-KV16G-DSRUF3-KV16G-DS
限定
特価 7,180円税込
RUF3-KV32G-DSRUF3-KV32G-DS

何台でもインストールOKのセキュリティソフト何台でもインストールOKのセキュリティソフト何台でもインストールOKのセキュリティソフト

限定
特価 5,800円税込
マカフィーリブセーフ
1年ライセンス
マカフィーリブセーフ
1年ライセンス

マカフィーリブセーフ
3年ライセンス
マカフィーリブセーフ
3年ライセンス
限定
特価 9,800円税込

■容量：4TB/6TB
■USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W45×D205×H128mm

■容量：4TB/6TB
■USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W45×D205×H128mm

■容量：4TB/6TB
■USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W45×D205×H128mm

速さと安定性を実現
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
速さと安定性を実現
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
速さと安定性を実現
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス

約1.1kg

限定
特価 22,800円税込
LS510D0201GLS510D0201G

限定
特価 31,800円税込
LS510D0401GLS510D0401G

■容量：4TB/8TB
■USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W87×D205×H127.5mm

■容量：4TB/8TB
■USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W87×D205×H127.5mm

■容量：4TB/8TB
■USB3.0
■電源：USBバスパワー
■W87×D205×H127.5mm

速さと安定性を実現
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
速さと安定性を実現
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
速さと安定性を実現
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス

約2.5kg

限定
特価 39,800円税込
LS520D0402GLS520D0402G

限定
特価 54,800円税込
LS520D0802GLS520D0802G

■出力容量：1200VA
■W90×D328.5×H298mm
■出力容量：1200VA
■W90×D328.5×H298mm
■出力容量：1200VA
■W90×D328.5×H298mm

■入力電圧:95～108 V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力コンセント:4
■バッテリ期待寿命:2-5年
■充電時間:12時間

■入力電圧:95～108 V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力コンセント:4
■バッテリ期待寿命:2-5年
■充電時間:12時間

■入力電圧:95～108 V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力コンセント:4
■バッテリ期待寿命:2-5年
■充電時間:12時間

「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に
安心してご使用いただけます。
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に
安心してご使用いただけます。
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に
安心してご使用いただけます。

BY50SBY50S BY120SBY120S 約8.5kg約4.5kg

約38.9g

■対応OS
・Windows® 8.1
 （32ビット/64ビット版）
・Windows® 10
  (32ビット/64ビット版)

■対応OS
・Windows® 8.1
 （32ビット/64ビット版）
・Windows® 10
  (32ビット/64ビット版)

■対応OS
・Windows® 8.1
 （32ビット/64ビット版）
・Windows® 10
  (32ビット/64ビット版)

■対応OS
・Microsoft Windows 10、8.1、8
・Mac OS X 10.12 以降
・Google Android 4.1 以降の
 スマートフォンとタブレット
・Apple iOS 10 以降

■対応OS
・Microsoft Windows 10、8.1、8
・Mac OS X 10.12 以降
・Google Android 4.1 以降の
 スマートフォンとタブレット
・Apple iOS 10 以降

■対応OS
・Microsoft Windows 10、8.1、8
・Mac OS X 10.12 以降
・Google Android 4.1 以降の
 スマートフォンとタブレット
・Apple iOS 10 以降

■出力容量：500VA
■W92×D285×H165mm

限定
特価 39,800円税込 限定

特価 69,800円税込
■出力容量：1500VA
■W172×D439×H225mm
■出力容量：1500VA
■W172×D439×H225mm
■出力容量：1500VA
■W172×D439×H225mm

SMT750JSMT750J SMT1500JSMT1500J 約25.9kg約13.18kg
■出力容量：750VA
■W140×D359×H167mm

■シートフィード
■原稿サイズ：A4/はがき/名刺/レシート
■光学解像度：600dpi
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W292×D161×H152mm

■シートフィード
■原稿サイズ：A4/はがき/名刺/レシート
■光学解像度：600dpi
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W292×D161×H152mm

■シートフィード
■原稿サイズ：A4/はがき/名刺/レシート
■光学解像度：600dpi
■インターフェース：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W292×D161×H152mm

6年ぶりにフルモデルチェンジした
パーソナルドキュメントスキャナー
6年ぶりにフルモデルチェンジした
パーソナルドキュメントスキャナー
6年ぶりにフルモデルチェンジした
パーソナルドキュメントスキャナー

限定
特価 49,980円税込FI-IX1500FI-IX1500

約3.4kg
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研究室のPC周りも研究室のPC周りも

PCのキーボードは非常に菌が繁殖しやすいPCのキーボードは非常に菌が繁殖しやすい

抗菌・抗ウイルス対策!抗菌・抗ウイルス対策!

PC・タブレット等にウィルスが付着し、それを
共有して使用することによって感染が広まっ
てしまいます。抗菌対策を行うことで、ウィル
スの存在している時間をできるだけ短時間に、
そして消毒液での頻繁な清拭をお勧めします。
抗菌キーボードカバーは、消毒液の液だれにて
PC等を壊してしまうリスクもなくします。

詳しくは

AI議事録作成ソフト AI議事録作成ソフト 

AI GIJIROKUAI GIJIROKU
AI GIJIROKU 特別なハードや環境不要。 あなたのパソコン、携帯さえあれば最先端のAI議事録システムが利用

可能です。35ヶ国語での音声入力のほか自動翻訳にも対応。オンラインミーティングにも対応。
特別な知識ゼロですぐにはじめられるAI GIJIROKUでミーティングの可視化をはじめましょう。

AI GIJIROKU 特別なハードや環境不要。 あなたのパソコン、携帯さえあれば最先端のAI議事録システムが利用
可能です。35ヶ国語での音声入力のほか自動翻訳にも対応。オンラインミーティングにも対応。
特別な知識ゼロですぐにはじめられるAI GIJIROKUでミーティングの可視化をはじめましょう。

リアルタイム記録
突然の議事録係の任命でももう安心！ ログインす
るだけですぐにその場にいるミーティングメン
バーの会話内容を記録してテキスト化できます。

音声のテキスト化だけではありません！AI  
GIJIROKUであれば30ヶ国語対応のリアルタイ
ム翻訳。外国人メンバーとの会話も格段にスムーズ
＆記録可能。

突然のオンラインミーテングやインバウンドセー
ルスでAI GIJIROKUを利用、インターネットを
利用したオンラインMTGやインバウンドセール
スでノートPCやタブレットでの参加メンバーの
発言もテキストで記録可能。

請求処理を一括して行える年契約プランは毎月発生する請求処理をまとめる事によってお客様の予算管理を手間を大幅に削減できます。
年間プランなら接続元IPの制限設定も可能ですのでセキュリティも万全です。

▼ AI GIJIROKU 年契約プラン ▼

アカウント料年間利用料

01 オンライン記録02 30か国語同時翻訳03

3つの特徴!

議事録作成の新時代到来！
参加者の会話をテキストで自動登録＆翻訳

初年度：400,000円  次年度以降200,000円初年度：150,000円  次年度以降100,000円
例① ユーザー5名でプランAをお使いの場合 例② ユーザー20名でプランCをお使いの場合

I 

G
I
J
I
R
O
K
U

14

A

アカウント料(年間利用料) スペック(年間)

初期導入費用
（初年度のみ）

音声認識
(リアルタイム)

音声認識
(インポート) 翻訳機能 保存領域

10,000円
/1ユーザー

ユーザー数 年間費用

ユーザー数
(上限なし)

100,000円 36,000分

54,000分

72,000分

108,000分

6,000分

9,000分

12,000分

18,000分

6,000,000

9,000,000

12,000,000

18,000,000

50GB

75GB

100GB

150GB

(税込み 110,000円)

150,000円
(税込み 165,000円)

200,000円
(税込み 220,000円)

300,000円
(税込み 330,000円)



あらゆるシーンに活用デスクトップ
PC用■モバイルノート用 （12.1インチ用）

　 サイズ：290㎜x180㎜
■モバイルノート用（13.3インチ用）
　 サイズ：310㎜x200㎜
■A4ノート用（15.6インチ用）
　 サイズ：380㎜x250㎜

2,9802,980円税込 24,80024,800円税込
■フルサイズキーボード用
　サイズ：500㎜x200㎜

■フリーカット用
　サイズ：500㎜x500㎜

3,9803,980円税込 34,80034,800円税込
10枚セット 10枚セット1枚 1枚

6,9806,980円税込 64,80064,800円税込
10枚セット1枚

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

大学でもご利用者急増中!！

やさしい AI-OCR

※月間処理枚数が5,000 枚以上の場合、オンプレミス利用ご希望の場合、
API 利用の場合などエンタープライズプランとして別途お見積りをいたします。

手書き文字をデジタルデータ化する
AI-OCR

【ジジラ AI-OCRサービス プラン＆ご利用料金】

月々 48,000 円より始められる高精度AI 文字認識サー
ビス『jijilla』AI を搭載した文字認識エンジンが手書き
文字を高精度でデジタルデータ化します。

手書き書類をデジタル化することで

業務効率のスピード化

人件費＆コスト削減

データの有効活用

「申込書」・「発注書」・「見積書」・「履歴書」・「アンケート」
などあらゆるビジネスシーンで利用されている多様な帳票に

対応します !

「申込書」・「発注書」・「見積書」・「履歴書」・「アンケート」
などあらゆるビジネスシーンで利用されている多様な帳票に

対応します !

使用しながらデータを得て学習していくことで、
より精度の高い読み取りが可能になります !
使用しながらデータを得て学習していくことで、
より精度の高い読み取りが可能になります !

従来のOCRと一線を画すAIを使った
OCRサービス

ノート用

・パソコンキーボードカバー　・貸しロッカー
・トイレ設備　・手すり　・各種ボタン　・床、壁など

用途はさまざま

特徴

アカデミック特別料金

※1テンプレート ⇒ 同時に 10 種類迄の帳票の登録が可能
※3プロジェクト ⇒ 共用の作業画面数

※2アカウント ⇒ お使いいただくユーザー数
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プラン名 初期導入費用
（初年度のみ）

価格 契約期間

年間費用 上限枚数 更新
提供方法 サポート

登録可能
※¹テンプレート
/※²アカウント
/※³プロジェクト

最低
利用期間

プライマリー

アカデミー

ゼミナール

300枚/月

1,000枚/月

2,000枚/月

1年

1年

1年

自動更新

自動更新

自動更新

saas 電話
メール 10/3/1

20/10/5

50/20/10

電話
メール

電話
メール

saas

saas

10,000円
(税込み 11,000円)

50,000円
(税込み 55,000円)

100,000円
(税込み 110,000円)

180,000円
(税込み 198,000円)

300,000円
(税込み 330,000円)

500,000円
(税込み 550,000円)
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