
アプライドは大学研究室・研究機関向け

毎月開催中毎月開催中 参加費 無料!参加費 無料!

AI関連、DeepLearning、映像編集、ドローン、HPC関連プログラム等々数多くのセミナーを開催！

アプライド オンラインセミナー最新情報は以下WEBサイトより
http://applied-g.jp/seminar/online-seminar/ アプライド オンラインセミナー

PC・タブレット
スマートフォンでアクセス可能!

PC・タブレット
スマートフォンでアクセス可能!

オンラインで回答
メールで回答

オンラインで回答
メールで回答 個別に質問が可能個別に質問が可能

セミナー会場に
足を運ぶ必要無し
セミナー会場に
足を運ぶ必要無し

複数名同時参加も人気複数名同時参加も人気

オンラインセミナーオンラインセミナー

近日開催予定の人気オンラインセミナースケジュール

2020 年 7月 Vol .12020 年 7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



79,80079,800円税込
99,80099,800円税込

安心テクニカル保守付!
指定のテクニカル
サポートが1年間
無料でご利用
いただけます!

NEW!

最新OS搭載で安心!
Windows7からの
買い替えにも!

11.6型
ワイド液晶

中古ノートPC

CF-AX3CDCTS PROCF-AX3CDCTS PRO

Core i5 4350UM / メモリ4GB / SSD128GB /
ドライブ非搭載/11.6型液晶（1920x1080） / 
Windows10 PRO 64bit

※写真はイメージです。デザイン・仕様は異なる場合がございます。中古商品のため、傷や汚れ等がある場合がございます。

快適にお仕事ができるWEBカメラ内蔵
モバイル中古ノートPC

中古ノートPC

CF-LX4ED4CS PROCF-LX4ED4CS PRO

Core i5 5300U VPRO / メモリ4GB / SSD128GB /
光学ドライブ非搭載/14型液晶（1600x900）/ 
Windows10 PRO 64bit

快適にお仕事ができるWEBカメラ内蔵
14インチ液晶中古ノートPC

オンライン授業・
会議用中古パソコン
特別パック

テレワークにおすすめ！
マイクロソフトオフィス
セットモデルもご用意！

14.0型
ワイド液晶

マウスも
セット!
マウスも
セット!

初期設定
済み
初期設定
済み

79,80079,800円税込
99,80099,800円税込

オンライン授業・
会議用中古パソコン
特別パック

テレワークにおすすめ！
マイクロソフトオフィス
セットモデルもご用意！

69,80069,800円税込
89,80089,800円税込

オンライン授業・
会議用中古パソコン
特別パック

テレワークにおすすめ！
マイクロソフトオフィス
セットモデルもご用意！

中古ノートPC （テンキーなしモデル）

PC-VK23TXPC-VK23TX

Core i5 6200U / メモリ8GB / HDD500GB /
DVD-ROM/15.6型液晶（1366x768） / 
Windows10 Home 64bit

メモリ8GB搭載WEBカメラ内蔵
15.6インチ液晶中古ノートPC

15.6型
ワイド液晶

高品質
中古
高品質
中古

高品質
中古
高品質
中古

高品質
中古
高品質
中古

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!

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!

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!

79,80079,800円税込
99,80099,800円税込

最新OS搭載で安心!
Windows7からの
買い替えにも!

15.6型
ワイド液晶

中古ノートPC
（FHD液晶オススメモデル）

Satellite B654/M8GDVDSMSatellite B654/M8GDVDSM

Core i5 4310M / メモリ８GB / SSD240GB /
DVDマルチ/15.6型液晶（1920ｘ1080） / 
Windows10 Home 64bit

快適にお仕事ができる Core i5＆メモリ8GB
SSD搭載　WEBカメラ内蔵中古ノートPC！ オンライン授業・

会議用中古パソコン
特別パック

テレワークにおすすめ！
マイクロソフトオフィス
セットモデルもご用意！

マウスも
セット!
マウスも
セット!

初期設定
済み
初期設定
済み

高品質
中古
高品質
中古

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!

最新OS搭載で安心!
Windows7からの
買い替えにも!

マウスも
セット!
マウスも
セット!

初期設定
済み
初期設定
済み

最新OS搭載で安心!
Windows7からの
買い替えにも!

マウスも
セット!
マウスも
セット!

初期設定
済み
初期設定
済み

注文番号 2007010201

注文番号 2007010202

注文番号 2007010203

注文番号 2007010204
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オンライン授業・会議オンライン授業・会議
新型コロナウイルス感染防止対策に!新型コロナウイルス感染防止対策に! 中古PC

特別パック
高品質『オンライン授業・会議用中古PC』に保守サポートもセットで安心してご利用いただけます!

万が一のトラブルで授業・お仕事がストップとならないよう、安心テクニカルサポート付き!
ご家庭にいながらオンラインで
打ち合わせ＆会議参加も可能に!

Zoom
ミーティング
Zoom
ミーティング
設定&操作説明サポート付き!

保守サポートもセット保守サポートもセット

保守サポートもセット保守サポートもセット

安心の保守サポート安心の保守サポート

保守サポートもセット保守サポートもセット

保守サポートもセット保守サポートもセット

オンラインミーティングシステムZoomのアカウント
登録設定や操作説明をいたします。



作業スペースを有効活用作業スペースを有効活用作業スペースを有効活用

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：10kg
■セット内容：テーブル本体、PCストッパー、リストレスト
■W520×D300×H51mm

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：10kg
■セット内容：テーブル本体、PCストッパー、リストレスト
■W520×D300×H51mm

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：10kg
■セット内容：テーブル本体、PCストッパー、リストレスト
■W520×D300×H51mm 約1.6kg

テレワーク向け静音テレワーク向け静音テレワーク向け静音 安心の自動バックアップ！
コンパクト高速モデル！
安心の自動バックアップ！
コンパクト高速モデル！
安心の自動バックアップ！
コンパクト高速モデル！

■インターフェイス：USB
■対応OS：Windows 10、Windows 8.1、
　Windows 7、Windows XP
■W446×D155.3×H29.8mm(キーボード)

■インターフェイス：USB
■対応OS：Windows 10、Windows 8.1、
　Windows 7、Windows XP
■W446×D155.3×H29.8mm(キーボード)

■インターフェイス：USB
■対応OS：Windows 10、Windows 8.1、
　Windows 7、Windows XP
■W446×D155.3×H29.8mm(キーボード)

約466g
（キーボード)

約50g
（マウス)

■ストレージ：500GB/1TB
■USBポート：USB3.1 Gen2 対応
■ドライブ：超高速 NVMe SSD

■ストレージ：500GB/1TB
■USBポート：USB3.1 Gen2 対応
■ドライブ：超高速 NVMe SSD

■ストレージ：500GB/1TB
■USBポート：USB3.1 Gen2 対応
■ドライブ：超高速 NVMe SSD

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：15kg
■W46×D290×H30mm

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：15kg
■W46×D290×H30mm

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：15kg
■W46×D290×H30mm

約272ｇ

■11.6インチ
■最大解像度：1920×1080（フルHD）
■接続端子：HDMI（タイプA）/DisplayPort
■スピーカー搭載
■W306×D33.5×H200.5mm

■11.6インチ
■最大解像度：1920×1080（フルHD）
■接続端子：HDMI（タイプA）/DisplayPort
■スピーカー搭載
■W306×D33.5×H200.5mm

■11.6インチ
■最大解像度：1920×1080（フルHD）
■接続端子：HDMI（タイプA）/DisplayPort
■スピーカー搭載
■W306×D33.5×H200.5mm

11.6型液晶！テレワーク向けサブモニタとして11.6型液晶！テレワーク向けサブモニタとして11.6型液晶！テレワーク向けサブモニタとして

約730g

■23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W553×D215×H388mm

■23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W553×D215×H388mm

■23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W553×D215×H388mm

注文番号 2007010301WEBカメラ

限定
特価 3,480円税込TWCAM-001TWCAM-001

■映像表示解像度:VGA：640×480
■レンズ直径：直径14mm 4G F / ON 3.6
■マイク：内蔵
■USB 2.0/マイク端子3.5mmマイクプラグ
■W52×D25×H70mm

■映像表示解像度:VGA：640×480
■レンズ直径：直径14mm 4G F / ON 3.6
■マイク：内蔵
■USB 2.0/マイク端子3.5mmマイクプラグ
■W52×D25×H70mm

■映像表示解像度:VGA：640×480
■レンズ直径：直径14mm 4G F / ON 3.6
■マイク：内蔵
■USB 2.0/マイク端子3.5mmマイクプラグ
■W52×D25×H70mm

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器
注文番号 2007010302WEBカメラ 注文番号 2007010303モバイル液晶

限定
特価 32,800円税込LCD-11600FHD3LCD-11600FHD3

注文番号 2007010304モバイル液晶

限定
特価 54,800円税込ON-LAP/1503ION-LAP/1503I

注文番号 2007010305液晶モニター 注文番号 2007010306液晶モニター

限定
特価 15,800円税込LCD-AH241EDBLCD-AH241EDBLCD-AH241EDBLCD-AH241EDBLCD-AH241EDB

約3.9kg

23.8型液晶！2画面におすすめ！23.8型液晶！2画面におすすめ！

注文番号 2007010307液晶モニタ

限定
特価 16,800円税込USB-CVU3HD3USB-CVU3HD3

注文番号 2007010308HDMIアダプタ 注文番号 2007010309ノートPCスタンド

限定
特価 2,480円税込PCA-LTSC2WHPCA-LTSC2WH

作業スペースを有効活用作業スペースを有効活用

注文番号 2007010313

折りたたみテーブル

限定
特価 2,980円税込PCA-LTTT5230OAKPCA-LTTT5230OAK

注文番号 2007010314

静音ワイヤレスセット

注文番号 2007010315

D-MASTER

限定
特価 4,780円税込TK-FDM092SMBKTK-FDM092SMBK

限定
特価 39,800円税込

D-MASTER
SSD Excellent
500GB/1TB

D-MASTER
SSD Excellent
500GB/1TB

多機能USB扇風機多機能USB扇風機多機能USB扇風機

■風力切替機能：3段階（弱・中・強）
■ファンの回転直径：約33mm
■ケーブル長：約1.5m
■W67×D65×H296mm

■風力切替機能：3段階（弱・中・強）
■ファンの回転直径：約33mm
■ケーブル長：約1.5m
■W67×D65×H296mm

■風力切替機能：3段階（弱・中・強）
■ファンの回転直径：約33mm
■ケーブル長：約1.5m
■W67×D65×H296mm 約450g

約20kg約11kg

限定
特価 3,780円税込FAN-U177BKFAN-U177BK

夏の暑さ対策にぜひ！夏の暑さ対策にぜひ！夏の暑さ対策にぜひ！

約822g

限定
特価 6,980円税込TK-CLN19UTK-CLN19U

注文番号 2007010310

D-MASTER

注文番号 2007010311

ノートパソコンクーラー

注文番号 2007010312

USB扇風機

限定
特価 3,740円税込PE6U2W-JPPE6U2W-JP

約44g

■雷ガードタップ＋USB充電
■ケーブル長：1800mm
■最大サージ電圧:6000V
■USB充電:DC5V 2.4A 12W
■W52×D280×H30mm

■雷ガードタップ＋USB充電
■ケーブル長：1800mm
■最大サージ電圧:6000V
■USB充電:DC5V 2.4A 12W
■W52×D280×H30mm

■雷ガードタップ＋USB充電
■ケーブル長：1800mm
■最大サージ電圧:6000V
■USB充電:DC5V 2.4A 12W
■W52×D280×H30mm

夏の雷対策！雷ガード機能付き！夏の雷対策！雷ガード機能付き！

注文番号 2007010316雷ガードOAタップ

限定
特価 14,800円税込 限定

特価 17,800円税込
BZ35LT2BZ35LT2 BZ50LT2BZ50LT2

約3.2kg

■入力電圧:AC100V
■入力周波数：50/60Hz±4Hz
■出力容量/電流：500VA/300W、5A(BZ35LT2)
　350VA/210W、3.5A(BZ50LT2)
■W300×D123.5×H86.5mm

■入力電圧:AC100V
■入力周波数：50/60Hz±4Hz
■出力容量/電流：500VA/300W、5A(BZ35LT2)
　350VA/210W、3.5A(BZ50LT2)
■W300×D123.5×H86.5mm

■入力電圧:AC100V
■入力周波数：50/60Hz±4Hz
■出力容量/電流：500VA/300W、5A(BZ35LT2)
　350VA/210W、3.5A(BZ50LT2)
■W300×D123.5×H86.5mm

夏の雷と停電対策におすすめ！夏の雷と停電対策におすすめ！

注文番号 2007010317UPS 注文番号 2007010318UPS

夏の雷と停電対策におすすめ！夏の雷と停電対策におすすめ！

約80g

■サイズ：15.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/VGA×1
■スピーカー搭載
■W382×D12×H245mm

■サイズ：15.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/VGA×1
■スピーカー搭載
■W382×D12×H245mm

■サイズ：15.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/VGA×1
■スピーカー搭載
■W382×D12×H245mm

15.6型液晶！テレワーク向けサブモニタとして15.6型液晶！テレワーク向けサブモニタとして15.6型液晶！テレワーク向けサブモニタとして

約1064g

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
■接続：USB Ver.3.1 Gen1（USB3.0）
　準拠（USB Ver2.0/1.1上位互換）
■W131.3×D58.3×H19.4mm

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
■接続：USB Ver.3.1 Gen1（USB3.0）
　準拠（USB Ver2.0/1.1上位互換）
■W131.3×D58.3×H19.4mm

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
■接続：USB Ver.3.1 Gen1（USB3.0）
　準拠（USB Ver2.0/1.1上位互換）
■W131.3×D58.3×H19.4mm 約130g

品薄WEBカメラ手配できます！品薄WEBカメラ手配できます！

限定
特価 11,800円税込200V4QSBR/11200V4QSBR/11

■サイズ：19.53インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1
■スピーカー非搭載
■W479×D213×H369mm

■サイズ：19.53インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1
■スピーカー非搭載
■W479×D213×H369mm

■サイズ：19.53インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1
■スピーカー非搭載
■W479×D213×H369mm

19.5型液晶！2画面におすすめ！19.5型液晶！2画面におすすめ！19.5型液晶！2画面におすすめ！

2画面の大画面に出力できます！2画面の大画面に出力できます！2画面の大画面に出力できます！

約2.72kg

限定
特価 6,980円税込S3 HD1080PS3 HD1080P

■最大動的解像度:2592×1944
■レンズ：高品質の6層ガラスレンズ
■マイク：内蔵
■USB 2.0/マイク端子3.5mmマイクプラグ
■W78×D100×H 28mm

■最大動的解像度:2592×1944
■レンズ：高品質の6層ガラスレンズ
■マイク：内蔵
■USB 2.0/マイク端子3.5mmマイクプラグ
■W78×D100×H 28mm

■最大動的解像度:2592×1944
■レンズ：高品質の6層ガラスレンズ
■マイク：内蔵
■USB 2.0/マイク端子3.5mmマイクプラグ
■W78×D100×H 28mm 約136.5g

品薄WEBカメラ手配できます！品薄WEBカメラ手配できます！

MAXMADEMAXMADE

限定
特価 38,800円税込VX3276-2K-MHD-7VX3276-2K-MHD-7

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI1.4x2/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W712.89×D230×H503.87mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI1.4x2/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W712.89×D230×H503.87mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI1.4x2/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W712.89×D230×H503.87mm

31.5型液晶！大画面に入れ替えは如何でしょうか？31.5型液晶！大画面に入れ替えは如何でしょうか？31.5型液晶！大画面に入れ替えは如何でしょうか？

約6.2kg

■最大風量：80CFM
■ファン速度：W0～1400r.p.m.
■ファン数量：2個
■W400×D330×H55

■最大風量：80CFM
■ファン速度：W0～1400r.p.m.
■ファン数量：2個
■W400×D330×H55

■最大風量：80CFM
■ファン速度：W0～1400r.p.m.
■ファン数量：2個
■W400×D330×H55

500GB

限定
特価 49,800円税込

1TB

安心の自動バックアップに！
高耐久モデル！
安心の自動バックアップに！
高耐久モデル！
安心の自動バックアップに！
高耐久モデル！

■ストレージ：2TB/4TB
■USBポート：USB3.1 Gen2 対応
■ドライブ：超高耐久ポータブル
　ハードディスクドライブ

■ストレージ：2TB/4TB
■USBポート：USB3.1 Gen2 対応
■ドライブ：超高耐久ポータブル
　ハードディスクドライブ

■ストレージ：2TB/4TB
■USBポート：USB3.1 Gen2 対応
■ドライブ：超高耐久ポータブル
　ハードディスクドライブ 限定

特価 49,800円税込
D-MASTER
HED Excellent
2TB/4TB

D-MASTER
HED Excellent
2TB/4TB

2TB

限定
特価 69,800円税込

1TB

限定
特価 32,800円税込 限定

特価 54,800円税込
BN50TBN50T BN100TBN100T

■入力電圧:AC100V
■入力周波数：50/60Hz±4Hz
■出力容量/電流：6A/7.5A、10A(BN50T)
　12A/15A、20A(BN100T)
■W140×D359×H167mm(BN50T)
■W172×D415×H225mm(BN100T)

■入力電圧:AC100V
■入力周波数：50/60Hz±4Hz
■出力容量/電流：6A/7.5A、10A(BN50T)
　12A/15A、20A(BN100T)
■W140×D359×H167mm(BN50T)
■W172×D415×H225mm(BN100T)

■入力電圧:AC100V
■入力周波数：50/60Hz±4Hz
■出力容量/電流：6A/7.5A、10A(BN50T)
　12A/15A、20A(BN100T)
■W140×D359×H167mm(BN50T)
■W172×D415×H225mm(BN100T)
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■ インテルB365チップセット　        ■ 300W電源（80PLUS　BRONZE）
■ モニタ別売/キーボード・マウス付属 ■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証

■ インテルB365チップセット　        ■ 300W電源（80PLUS　BRONZE）
■ モニタ別売/キーボード・マウス付属 ■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC/BTO
ア プ ラ イ ド W E B サ イ ト

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

ア プ ラ イド  H P C / B T O  P C 専 用 W E B サ イト は こ ちら より

https://bto.applied.ne.jp/ アプライドHPC

快適性能Core i5コストパフォーマンスPC!快適性能Core i5コストパフォーマンスPC!

特別限定特別限定 モデル！モデル！
短納期短納期

BTO
Be-Cliaシリーズ

アプライドHPC&BTOはWEB
サイトにて商品をじっくり選んで
「正式お見積り依頼」と「仕様書の
ダウンロード」が簡単にできます!

高速CPU＆SSDでビジネスを加速させる !全モデルカスタマイズOKの短納期ビジネスPCシリーズ

注文番号 2007010402

限定
特価 89,800円税込

高性能Core i3搭載スリムデスクトップ高性能Core i3搭載スリムデスクトップ

省スペーススリムデスクトップモデル

30台限定30台限定
特別限定価格!

Corei3 9100 8GB

メモリ

仕様

8GB

3.2GHｚ

SSD500GB

（８GB×1/DDR4）

DVDマルチドライブ

Windows１０
Pro 64bit

アプライドオリジナルBTO PC「Be-Clia」
BT-i39100AS1H500SSD28

intel Core i3
採用で快適処理を実現!

省スペース！
スリムタワーデザイン！

注文番号 2007010401

限定
特価 99,800円税込

省スペーススリムデスクトップモデル

30台限定30台限定
特別限定価格!

Core i5 8400 8GB

メモリ

仕様

8GB

2.8GHｚ

3D NAND
SSD500GB

オンボード

オンボード

（８GB×1/DDR4）

DVDマルチドライブ

Windows１０
Pro 64bit

アプライドオリジナルBTO PC「Be-Clia」
BT-i58400AS1H500SSD27

intel Core i5
採用で快適処理を実現!

省スペース！
スリムタワーデザイン！
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BTOパソコン「Be-Clia」シリーズ

注文番号 2007010501

限定
特価 199,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P1000
　 4GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(H)333mmx(W)96mmx(D)386mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P1000
　 4GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(H)333mmx(W)96mmx(D)386mm

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

AutoCAD向けモデルAutoCAD向けモデル
Be-Clia for CAD
Type-S8SW3

RIKCAD向けモデルRIKCAD向けモデルRIKCAD向けモデル

Adobe Illustrator/Photoshop向けモデルAdobe Illustrator/Photoshop向けモデルAdobe Illustrator/Photoshop向けモデル

注文番号 2007010503

限定
特価 169,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620
　 2GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(H)333mmx(W)96mmx(D)386mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620
　 2GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(H)333mmx(W)96mmx(D)386mm

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

Be-Clia for CAD
Type-S9SW2

注文番号 2007010504

限定
特価 339,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA　Quadro RTX 4000
　 8GB-GDDR6
● 映像出力端子：DisplayPort×3
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：(H)350mm×(W)190mm×(D)417mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA　Quadro RTX 4000
　 8GB-GDDR6
● 映像出力端子：DisplayPort×3
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：(H)350mm×(W)190mm×(D)417mm

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

Be-Clia for CAD
Type-M9SW2

注文番号 2007010502

限定
特価 159,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：8GB（4GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：250GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620
　 2GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：(H)350mmx(W)190mmx(D)417mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i7-9700
● メモリー：8GB（4GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：250GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620
　 2GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：(H)350mmx(W)190mmx(D)417mm

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

Be-Clia for CAD
Type-M9　

注文番号 2007010505

限定
特価 189,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i5-9500
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P1000
　 4GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(H)333mmx(W)96mmx(D)386mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i5-9500
● メモリー：32GB（16GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P1000
　 4GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：300W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(H)333mmx(W)96mmx(D)386mm

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

Be-Clia for Adobe
Type-S8SW4

注文番号 2007010506

限定
特価 199,800円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i5-9500
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：250GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P2200
　 5GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：(H)350mmx(W)190mmx(D)417mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル Core i5-9500
● メモリー：16GB（8GB×2）DDR4-2666
● ストレージ：250GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P2200
　 5GB-GDDR5
● 映像出力端子：miniDisplayPort×4
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：(H)350mmx(W)190mmx(D)417mm

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

Be-Clia for Adobe
Type-M9　

O7CAD向けモデルO7CAD向けモデルO7CAD向けモデル
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おすすめポイント!

①10コア/20スレッドかつ、
　3.7GHzの高クロック仕様！
②ハイスペックながら低価格を
　実現！入門機としてお勧め！

①10コア/20スレッドかつ、
　3.7GHzの高クロック仕様！
②ハイスペックながら低価格を
　実現！入門機としてお勧め！

おすすめポイント!

①クロック周波数高めのCPUをチョイス！
　3.9GHz定格動作のXeon CPU搭載
②メモリ128GB SSD搭載でバランスの取れた
　高速仕様の一台です

①クロック周波数高めのCPUをチョイス！
　3.9GHz定格動作のXeon CPU搭載
②メモリ128GB SSD搭載でバランスの取れた
　高速仕様の一台です

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

おすすめポイント!

①SOLIDWORKS推奨GPU
　QuadroP2000搭載!
②高品質NVMe500GB搭載で高速起動！

①SOLIDWORKS推奨GPU
　QuadroP2000搭載!
②高品質NVMe500GB搭載で高速起動！

おすすめポイント!
①超高効率CPU RYZEN
　Threadripper搭載で画像処理にも最適
②最大256GBメモリ対応に、ECCメモリも
　対応し安定性抜群!!

①超高効率CPU RYZEN
　Threadripper搭載で画像処理にも最適
②最大256GBメモリ対応に、ECCメモリも
　対応し安定性抜群!!

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

おすすめポイント!

①14コア28スレッドの
　XeonGOLD5120×2の構成!!
②メモリは最大512GBまで増設可能！

①14コア28スレッドの
　XeonGOLD5120×2の構成!!
②メモリは最大512GBまで増設可能！

※写真はイメージです。

おすすめポイント!

①14コア28スレッドの
　XeonW-2175の構成!!
②メモリは最大512GBまで増設可能！

①14コア28スレッドの
　XeonW-2175の構成!!
②メモリは最大512GBまで増設可能！

※写真はイメージです。
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MATLAB推奨ワークステーション

3D CAD作成 SOLIDWORKS向けワークステーション

Gaussian-量子化学計算ソフトウェア向け HPCマシン

限定
特価 400,400円税込

注文番号2007010601

● CPU：Core i9 10900X 3.7GHz 
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：64GB（DDR4-2933/16GB×4）
● ストレージ：NVMe SSD1TB/高耐久HDD2TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Geforce GT710 DDR3 2GB 
● 電源ユニット：750W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約230（W）×555（D）×440（H）

● CPU：Core i9 10900X 3.7GHz 
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：64GB（DDR4-2933/16GB×4）
● ストレージ：NVMe SSD1TB/高耐久HDD2TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Geforce GT710 DDR3 2GB 
● 電源ユニット：750W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約230（W）×555（D）×440（H）

CERVO Calcul Type-TXZ カスタマイズモデル

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

科 学 技 術 計 算 向 け W o r k S t a t i o n
アプライドおすすめ

444,950円税込
556,380円税込

●増設オプション/メモリ増設

●変更オプション/CPU変更

+64GB

+192GB

434,610円税込
467,390円税込

Core i9 10940X 

Core i9 10980XE
限定
特価 503,910円税込

611,050円税込

599,280円税込注文番号2007010602

● CPU：Xeon 8Core W2245 3.9GHz
● OS：Ubuntu 18.04LTSインストール代行
● メモリ：128GB（DDR4-2666/16GB×8）
● ストレージ：SSD480GB /HDD1TB 
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5 2GB 
● 電源ユニット：900W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約193（W）×523.3（D）×424（H）

● CPU：Xeon 8Core W2245 3.9GHz
● OS：Ubuntu 18.04LTSインストール代行
● メモリ：128GB（DDR4-2666/16GB×8）
● ストレージ：SSD480GB /HDD1TB 
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5 2GB 
● 電源ユニット：900W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約193（W）×523.3（D）×424（H）

CERVO Grasta Type-IS2W カスタマイズモデル

●変更オプション/CPU変更

●増設オプション/メモリ増設

●変更オプション/グラフィックボード変更

Xeon 18-Core

+128GB

543,510円税込Quadro P1000搭載

限定
特価 351,780円税込

注文番号2007010603

● CPU：Xeon 4-Core E3-1225V6 3.3GHz
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：32GB（DDR4-2400/16GB×2、空き4）
● ストレージ：NVMe SSD500GB /高耐久HDD3TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P2000 5GB GDDR5 
● 電源ユニット：600W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：205(W)×383(H)×464(D) 

● CPU：Xeon 4-Core E3-1225V6 3.3GHz
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：32GB（DDR4-2400/16GB×2、空き4）
● ストレージ：NVMe SSD500GB /高耐久HDD3TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P2000 5GB GDDR5 
● 電源ユニット：600W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：205(W)×383(H)×464(D) 

CERVO Create Type-WEMD01 カスタマイズモデル

394,460円税込
●増設オプション/メモリ増設

●変更オプション/グラフィックボード変更

+32GB

415,360円税込Quadro RTX4000搭載

633,820円税込Quadro RTX5000搭載
限定
特価 556,930円税込

581,900円税込

注文番号2007010604

● CPU：Ryzen™ Threadripper™ 3 3960X
　（24C/48S/3.8GHz/Max4.5GHz/128MB）
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：32GB（DDR4-3200/8GB×4、空き4）
● ストレージ：NVMe SSD500GB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：Quadro P2200 GDDR5X 5GB 
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約（W）210×（D）418×（H）480 

● CPU：Ryzen™ Threadripper™ 3 3960X
　（24C/48S/3.8GHz/Max4.5GHz/128MB）
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：32GB（DDR4-3200/8GB×4、空き4）
● ストレージ：NVMe SSD500GB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：Quadro P2200 GDDR5X 5GB 
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約（W）210×（D）418×（H）480 

CERVO Grasta Ryzen Type-RT3X カスタマイズモデル

●増設オプション/メモリ増設

●変更オプション/グラフィックボード変更

+32GB

633,930円税込+96GB

667,260円税込Quadro RTX4000搭載

862,180円税込Quadro RTX5000搭載

限定
特価 1,209,230円税込

注文番号2007010605

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

● CPU：【2CPU】Xeon Gold 5120 2.2GHz
● OS：Ubuntu18.04LTS
● メモリ：128GB（DDR4-2933/16GB×8、空き8、最大512GB)
● ストレージ：SSD960GB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5 
● 電源ユニット：1200W 80PLUS Platinum
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約193（W）×525.3（D）×424（H）

● CPU：【2CPU】Xeon Gold 5120 2.2GHz
● OS：Ubuntu18.04LTS
● メモリ：128GB（DDR4-2933/16GB×8、空き8、最大512GB)
● ストレージ：SSD960GB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5 
● 電源ユニット：1200W 80PLUS Platinum
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約193（W）×525.3（D）×424（H）

CERVO Grasta Type-ES1SSW05 カスタマイズモデル CERVO Grasta Type-IS2W カスタマイズモデル

1,392,160円税込
●増設オプション/メモリ増設

●変更オプション/CPU変更

+128GB

1,730,410円税込+384GB

1,512,720円税込【2基】Xeon Gold 6140

1,925,2201,925,220円税込【2基】Xeon Gold 6152
限定
特価 639,540円税込

注文番号2007010606

安心の

3年間
保証付

● CPU：Xeon W-2175 2.5GHz
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：64GB（DDR4-2933/16GB×4、空き4、最大512GB）
● ストレージ：HDD1TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400 2GB DDR5 
● 電源ユニット：900W 80PLUS GOLD
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約193（W）×525.3（D）×424（H）

● CPU：Xeon W-2175 2.5GHz
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● メモリ：64GB（DDR4-2933/16GB×4、空き4、最大512GB）
● ストレージ：HDD1TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400 2GB DDR5 
● 電源ユニット：900W 80PLUS GOLD
● 保証期間：3年間（センドパック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸(mm)：約193（W）×525.3（D）×424（H）

701,910円税込
●増設オプション/メモリ増設

●変更オプション/CPU変更

+64GB

797,280円税込+192GB

736,780736,780円税込【2基】Xeon 18-Core
W-2195
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ReNom向けワークステーション

限定
特価 825,000円税込安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：インテル Xeon W-2123
● メモリー：32GB (8GB×4)
● 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
● 映像出力端子：DisplayPort×4 / DVI-D×1
● グラフィック：NVIDIA Quadro P5000 16GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)：約 (W)193×(D)525.3×(H)424 mm

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：インテル Xeon W-2123
● メモリー：32GB (8GB×4)
● 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
● 映像出力端子：DisplayPort×4 / DVI-D×1
● グラフィック：NVIDIA Quadro P5000 16GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)：約 (W)193×(D)525.3×(H)424 mm

A I開発プラットフォーム「ReN om」モデル
アプライドおすすめ

注文番号2007010701

限定
特価 2,200,000円税込

注文番号2007010702

CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe1CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe1

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：インテル Xeon W-2195
● メモリー：64GB (16GB×4) 
● 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
● 映像出力端子：DisplayPort×4 / DVI-D×1
● グラフィック：NVIDIA Quadro P5000 16GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)：約 (W)193×(D)525.3×(H)424 mm

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● CPU：インテル Xeon W-2195
● メモリー：64GB (16GB×4) 
● 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
● 映像出力端子：DisplayPort×4 / DVI-D×1
● グラフィック：NVIDIA Quadro P5000 16GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)：約 (W)193×(D)525.3×(H)424 mm

CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe3CERVO Deep for Linux Type-IS1WRe3

AI 開発プラットフォーム「ReNom」は、誰でも簡単にデータ解析や AI 
開発ができるようにすることと、高度なアルゴリズムを自由に組み合わ
せて使えることを目指しています。

OpenFOAM 動作推奨モデル

限定
特価 567,600円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04LTS 64bit
● CPU：インテル Core i7 7800X
● メモリー：64GB （16GB×4）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● 映像出力端子：Displayport×3/HDMI×1
● グラフィック：NVIDIA GeForce GTX 1660TI
　 GDDR6 6GB-DDR5
● 電源ユニット：850W 80Plus GOLD認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)：約(H)330mm×(W)96mm×(D)365mm

● OS：Ubuntu 18.04LTS 64bit
● CPU：インテル Core i7 7800X
● メモリー：64GB （16GB×4）
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● 映像出力端子：Displayport×3/HDMI×1
● グラフィック：NVIDIA GeForce GTX 1660TI
　 GDDR6 6GB-DDR5
● 電源ユニット：850W 80Plus GOLD認証
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)：約(H)330mm×(W)96mm×(D)365mm

Open  FOAMモデル
アプライドおすすめ

注文番号2007010703

OpenFOAM Type-MOpenFOAM Type-M

無料、オープンソースの流体解析用ソフトウェアで2004年にOpen
CFD Ltdにより開発・リリースされています。工学及び科学のほとん
どの領域にまたがる、商用及び学術領域の多くの方に利用されています。

限定
特価 1,760,660円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04LTS 64bit
● CPU：[2基] インテル Xeon Silver 4110
● メモリー：256GB(16GB×16)
● ストレージ：1TB M.2 NVMe, 3.8TB SATA SSD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● 映像出力端子：Displayport×4
● グラフィック：NVIDIA Quadro RTX5000
　 16GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)： 約 (W)193×(D)525×(H)424mm

● OS：Ubuntu 18.04LTS 64bit
● CPU：[2基] インテル Xeon Silver 4110
● メモリー：256GB(16GB×16)
● ストレージ：1TB M.2 NVMe, 3.8TB SATA SSD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● 映像出力端子：Displayport×4
● グラフィック：NVIDIA Quadro RTX5000
　 16GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック）
● 外寸(mm)： 約 (W)193×(D)525×(H)424mm

注文番号2007010704

CERVO OpenFOAM Type-ECERVO OpenFOAM Type-E

デュアルパーパスワークステーション 

大型流体計算向けワークステーション
（2CPU 並列計算向け） 

（税抜750,000円）

（税抜2,000,000円）

（税抜516,000円）

（税抜1,600,600円）
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AI・DeepLearning 研究環境を劇的に変化させる！

ザイリンクス社製
FPGAアクセラレーターカード Alveo　

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

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

 「パフォーマンス」 な対応2）

1） 「フレキシブル」 な対応

 「低消費電力」 4）

3） 圧倒的な「低遅延性」 

アクセラレータカード搭載モデルが登場！FPGA

FPGA
今注目の
アクセラレーターカード

とは？

FPGAはハードウェアでありながら、開発元が提供するさまざまな開発環境、ライブラリを組み合
わせてカスタマイズすることで、ソフトウェアのように回路をどんどん書き変えることができる。

FPGAはあらかじめロジックが組み込まれており、必ず一定／固定の速度で応答が返ってくる。こ
こがビジーになるととたんに遅延が生じるCPUとの大きな違い。FPGAでは常に一定のスピード
で応答が返ってるため、安全性を設計できる！

FPGAは用途に応じて最適化することで発熱量も抑えられる。処理サイクル数もCPUやGPUに比
べて少なくなるため、その分クロック数も落とせる。結果として、消費電力を低く抑えられる

今の時代扱うデータ量は膨大でそれらをつなぐネットワークには、さらに高い帯域と性能が求め
られるのは想像に難くない「CPUで処理できるのは1ポート当たり10Gbpsくらいのワークロー
ド。それに対してFPGAならば、200Gbps以上の帯域に対応」
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Ｆ
XILINX（ザイリンクス）社製 AIveoFPGAアクセサレータカード AIveoU50搭載モデル！

向けFPGA搭載HPCマシンAI・DeepLearning

XILINX Alveo U50搭載エントリーモデル

Be-Clia Type-M9 カスタマイズモデル
おすすめポイント!

①8コア16スレッドのCorei7 10thCPU構成!!
②SSD500GB、メモリ32GB搭載で高速起動！

WST-I710700G3H500MSDFP 注文番号2007010901

限定
特価 657,800円税込安心の

3年間
保証付

Corei7 10700 32GB
2.9GHz（8C/16T/16MB）

500GB
6GB/s SATA R:514MB/s

W:530MB/s

（16GB×2/DDR4-2933）

セカンダリなし

DVDマルチドライブ
Ubuntu
18.04LTS

XILINX Alveo U50 FPGA

接続端子:DisplayPort ｘ1 HDMIx1/USB3.0ポートx4(前面x2背面x2)/
USB2.0x2(正面)/LAN:オンボードDual GigabitLAN/
電源500W 80PLUS GOLD

XILINX Alveo U50搭載エントリーモデル

CETVO Rapid Type-Towerカスタマイズモデル
おすすめポイント!

①10コア20スレッドのCorei9 10thCPU構成!!
②SSD1TB、メモリ32GB搭載で高速・安定！

WST-i910900KG3H1TSDFP 注文番号2007010902

限定
特価 756,800円税込安心の

3年間
保証付

Corei9 10900K 32GB
3.7GHz（10C/20T/20MB）

1000GB
6GB/s SATA R:560MB/s

W:530MB/s

（16GB×2/DDR4-2933）

セカンダリなし

DVDマルチドライブ
Ubuntu
18.04LTS

XILINX Alveo U50 FPGA

接続端子: HDMIx1/USB3.1ポートx2（背面x2Type-A Type-C)/
USB3.0ポートx4(前面x2 背面x2/LAN:オンボードDual GigabitLAN/
電源750W 80PLUS GOLD

XILINX Alveo U50 FPGA搭載ワークステーション

CERVO Rapid Type-Xカスタマイズモデル
おすすめポイント!

①10コア20スレッドのCorei9 10thCPU構成!!
②高品質NVMe1TB、メモリ32GB搭載で高速起動！

WST-i910900XG3Q1TTNVM 注文番号2007010903

限定
特価 811,800円税込安心の

3年間
保証付

Corei9 10900K 32GB
3.7GHz（10C/20T/19.25MB）

1000GB
M.2 NVMe R:3430MB/s

W:3000MB/s

P620NVIDIA
Quadro

（16GBx2/DDR4-2933）

DVDマルチドライブ
Ubuntu
18.04LTS

XILINX Alveo U50 FPGA

接続端子:miniDisplayPort ｘ1 ※変換ケーブル有 /USB3.1ポートx2
(背面 Type-A Tyoe-C)USB3.0ポートx6(前面2 背面4)/
LAN:オンボードDual GigabitLAN/電源850W 80PLUS GOLD 

GDDR5 2GB

CERVO-GRASTA FPGA推奨モデル

CERVO Grasta Type-IS2Wカスタマイズモデル
おすすめポイント!

①12コア24スレッドのXeonW2265の2CPU構成!!
②高耐久SSD960GB、メモリ64GB搭載！

WST-W2265S3Q960TSDFP 注文番号2007010904

限定
特価 954,800円税込

Xeon12 W2265 64GB
3.5GHz（MAX4.60GHz 19.25MB）

960GB
高耐久SSD R:550MB/s

W:520MB/s

P400NVIDIA
Quadro

（16GBx2/DDR4-2933）

DVDマルチドライブ
Ubuntu
18.04LTS

XILINX Alveo U50 FPGA

接続端子:miniDisplayPortｘ3 ※/USB3.1ポートx2(背面 Type-Ax2)
USB3.0ポートx6(背面2)/LAN:オンボードDual GigabitLAN/
電源900W 80PLUS GOLD認証

GDDR5 2GB

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

安心の

3年間
保証付



厳選アイテム厳選アイテム新品 BizPC 9 機種（ノートカスタム 通常価格 +SSD カスタム）特集新品 BizPC 9 機種（ノートカスタム 通常価格 +SSD カスタム）特集
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 2007011001 注文番号 2007011002 注文番号 2007011003

ノートパソコン 注文番号 2007011005

ノートパソコン 注文番号 2007011007 ノートパソコン 注文番号 2007011008 ノートパソコン 注文番号 2007011009

ノートパソコン 注文番号 2007011004 ノートパソコン 注文番号 2007011006

Home
(64bit)

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:359×254×21.7mmサイズ:359×254×21.7mm

サイズ:376×246×22.5mm
バッテリー駆動時間:約9.7時間
サイズ:376×246×22.5mm
バッテリー駆動時間:約9.7時間

サイズ:379×257.9×23.9mm
バッテリー駆動時間:約8時間
サイズ:379×257.9×23.9mm
バッテリー駆動時間:約8時間

2Y399PA-
AAAB

79,800円税込
SSD500GBモデル

99,800円税込
SSD1TBモデル

59,800円税込
通常モデル

109,800円税込
SSD500GBモデル

129,800円税込
SSD1TBモデル

89,800円税込
通常モデル

89,800円税込
SSD500GBモデル

109,800円税込
SSD1TBモデル

69,800円税込
通常モデル

99,800円税込
SSD500GBモデル

119,800円税込
SSD1TBモデル

79,800円税込
通常モデル

169,800円税込
SSD500GBモデル

189,800円税込
SSD1TBモデル

149,800円税込
通常モデル

239,800円税込
SSD500GBモデル

259,800円税込
SSD1TBモデル

219,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i3-7020U 2.3GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-7020U 2.3GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-7020U 2.3GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

約1.78kg

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！！

GF63-10SCXR-
026JP

■CPU：Core i7-10750H
　2.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-10750H
　2.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-10750H
　2.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

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

Home
(64bit)

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

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

約1.7kg

15.6型
ワイド液晶

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

109,800円税込
SSD500GBモデル

129,800円税込
SSD1TBモデル

89,800円税込
通常モデル

サイズ:376×246×22.5mm
バッテリー駆動時間:約9.7時間
サイズ:376×246×22.5mm
バッテリー駆動時間:約9.7時間

5KX42AV-
AKDU/H3

■CPU：Core i5-8265U
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8265U
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8265U
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.78kg

15.6型
ワイド液晶

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

PB6DNPB
11R7FD1

■CPU：Celeron 3867U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Celeron 3867U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Celeron 3867U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約2.4kg

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

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

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

119,800円税込
SSD500GBモデル

139,800円税込
SSD1TBモデル

99,800円税込
通常モデル

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

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

81AX01D3JP

約2.05kg

サイズ:375×253×22.3 mm
バッテリー駆動時間:約6.8時間
サイズ:375×253×22.3 mm
バッテリー駆動時間:約6.8時間

■CPU：Core i3-7020U 
　2.3GHz
■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 i3-7020U 
　2.3GHz
■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 i3-7020U 
　2.3GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

15.6型
ワイド液晶

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

119,800円税込
SSD500GBモデル

139,800円税込
SSD1TBモデル

99,800円税込
通常モデル

Pro
(64bit)

FMVA6601PP/
W3

約2.05kg 約1.86kg

サイズ:374×250×
24.9～32.5mm
バッテリー駆動時間:約3.2時間

サイズ:374×250×
24.9～32.5mm
バッテリー駆動時間:約3.2時間

■CPU：Corei5-8265U 1.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8265U 1.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8265U 1.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

15.6型
ワイド液晶

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新品BizPC 9 機種（デスクカスタム 通常価格+SSDカスタム）特集新品BizPC 9 機種（デスクカスタム 通常価格+SSDカスタム）特集
デスクトップPC デスクトップPC デスクトップPC注文番号 2007011101 注文番号 2007011102 注文番号 2007011103

デスクトップPC 注文番号 2007011105

デスクトップPC 注文番号 2007011107 デスクトップPC 注文番号 2007011108 デスクトップPC 注文番号 2007011109

デスクトップPC 注文番号 2007011104 デスクトップPC 注文番号 2007011106

サイズ:270×296×95mmサイズ:270×296×95mm

89,800円税込
SSD500GBモデル

69,800円税込
通常モデル705G5

9SV85PA#ABJ

■CPU：Ryzen3-3200G
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Ryzen3-3200G
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Ryzen3-3200G
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■Win10 Pro 64bit

約4.54kg

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

サイズ:92.6×290×292mmサイズ:92.6×290×292mm

99,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
通常モデル

OptiPlex 3070
SFF DTOP059-
004N1

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：4GB
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：4GB
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：4GB
■HDD：1TB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

約5.26kg

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

サイズ:270×296×95mmサイズ:270×296×95mm

94,800円税込
SSD500GBモデル

74,800円税込
通常モデル600G5

8FK44PA#ABJ

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

約4.54kg

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

サイズ:89×290.5×340mmサイズ:89×290.5×340mm

109,800円税込
SSD1TBモデル

79,800円税込
通常モデル

ThinkCentre
M720s
10SU005QJP

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：4GB
■SSD：256GB（M.2 NVMe）
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：4GB
■SSD：256GB（M.2 NVMe）
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：4GB
■SSD：256GB（M.2 NVMe）
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

約6kg

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

サイズ:34.5×182×179mmサイズ:34.5×182×179mm

149,800円税込
SSD1TBモデル

119,800円税込
通常モデル

ThinkCentre
M920q
10RS0000JP

■CPU：Corei7-8700T
■メモリ：8GB
■SSD：256GB（M.2 NVMe）
■光学ドライブ非搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-8700T
■メモリ：8GB
■SSD：256GB（M.2 NVMe）
■光学ドライブ非搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-8700T
■メモリ：8GB
■SSD：256GB（M.2 NVMe）
■光学ドライブ非搭載
■Win10 Pro 64bit

約1.32kg

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

サイズ:100×290×270mmサイズ:100×290×270mm

109,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
通常モデル

Dynabook
PE10NBN4MR
5BD1

■CPU：Corei5-8500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

約4.3kg

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

サイズ:100×290×270mmサイズ:100×290×270mm

139,800円税込
SSD500GBモデル

119,800円税込
通常モデル

Dynabook
PE10NAN4MR
7BD1

■CPU：Corei7-8700
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■有線&無線LAN
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-8700
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■有線&無線LAN
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-8700
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■有線&無線LAN
■Win10 Pro 64bit

約4.3kg

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

サイズ:89×338×332mmサイズ:89×338×332mm

119,800円税込
SSD500GBモデル

99,800円税込
通常モデル

ESPRIMO
D588/CX
FMVD4500YP

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

約6.4kg

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

サイズ:89×291×340mmサイズ:89×291×340mm

159,800円税込
SSD1TBモデル

129,800円税込
通常モデル

LAVIE Direct DT
PC-GD308ZZLB
51GA7YZA

■CPU：Corei7-9700
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■Blu-rayディスクドライブ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-9700
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■Blu-rayディスクドライブ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-9700
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■Blu-rayディスクドライブ
■Win10 Pro 64bit

約5.3kg

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

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）
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厳選アイテム厳選アイテムPanasonic 新製品特集 Panasonic 新製品特集 

14.0型
フルHD液晶

CF-
LV9HDMQR

LVシリーズ 注文番号 2007011201

大画面 軽量大画面 軽量

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

限定
特価 301,400円税込

約1.27kg

■CPU：Corei5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

LVシリーズ 注文番号 2007011202 LVシリーズ 注文番号 2007011203

CF-
QV9HDGQR

QVシリーズ 注文番号 2007011204

薄型2in1薄型2in1

サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約11.5時間サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約11.5時間

限定
特価 295,900円税込

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

QVシリーズ 注文番号 2007011205 QVシリーズ 注文番号 2007011206

12.1型
WUXGA

CF-
SV9HDMQR

RZシリーズ 注文番号 2007011207

スタンダードスタンダード

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

限定
特価 301,400円税込

約1.009kg

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

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

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

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

CF-
SV9KFNQR

スタンダードスタンダード

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約19.5時間サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約19.5時間

限定
特価 383,900円税込

約1.169kg

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■ブルーレイディスクドライブ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■ブルーレイディスクドライブ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■ブルーレイディスクドライブ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

CF-
SV9KDUQR

スタンダードスタンダード

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

限定
特価 312,400円税込

約1.109kg

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

CF-
SV9HDSQR

スタンダードスタンダード

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

限定
特価 284,900円税込

約1.009kg

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

RZシリーズ 注文番号 2007011208

CF-
QV9HDMQR

薄型2in1薄型2in1

サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約11時間サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約11時間

限定
特価 317,900円税込

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5 10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

CF-
QV9KFNQR

薄型2in1薄型2in1

サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約11.5時間サイズ:W273×D209.2×H18.7mm バッテリー駆動時間:約11.5時間

限定
特価 372,900円税込

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■12インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

12.0型
WQXGA+

約0.979kg

SVシリーズ 注文番号 2007011209

10.1型
WUXGA

注文番号 2007011210

CF-
RZ8NFMQR

SVシリーズSVシリーズ 注文番号 2007011211

ウルトラコンパクトウルトラコンパクト

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

限定
特価 262,900円税込

約0.78kg

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

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

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

Pro
(64bit)

SVシリーズ 注文番号 2007011212

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。

14.0型
フルHD液晶

CF-
LV9HDSQR

大画面 軽量大画面 軽量

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

限定
特価 273,900円税込

約1.27kg

■CPU：Corei5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイディスクドライブ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイディスクドライブ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7 10710U 1.1GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■ブルーレイディスクドライブ
■14インチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

14.0型
フルHD液晶

CF-
LV9KDNQR

大画面 軽量大画面 軽量

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

限定
特価 345,400円税込

約1.405kg

Pro
(64bit)

Home & Business 2019

Home & Business 2019

10.1型
WUXGA

CF-
RZ8HFMQR

ウルトラコンパクトウルトラコンパクト

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

限定
特価 317,900円税込

約0.78kg

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

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

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

Pro
(64bit)

Home & Business 2019 Home & Business 2019

Home & Business 2019 Home & Business 2019 Home & Business 2019

Home & Business 2019 Home & Business 2019

Home & Business 2019 Home & Business 2019 Home & Business 2019

12.0型
WQXGA+

約0.949kg12.0型
WQXGA+

約0.949kg

a
n
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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。

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！

・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
※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WEBサイト制作なら
アプライドにお任せください！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

e
b
サ
イ
ト
制
作
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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：440,000円(税込)  次年度以降220,000円(税込)初年度：165,000円(税込)  次年度以降110,000円(税込)
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

(税込)

(税込)

(税込)

(税込)

I 
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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

11,000円(税込)
/1ユーザー

ユーザー数 プラン 年間費用

ユーザー数
(上限なし)

A

B

C

D

110,000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文字

9,000,000文字

12,000,000文字

18,000,000文字

50GB

75GB

100GB

150GB

165,000円

220,000円

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

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

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

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

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)

I
自
動
翻
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福 岡 営 業 部
北九州営業部
熊 本 営 業 所
大 分 営 業 所
宮 崎 営 業 所
鹿児島営業所
広 島 営 業 所
福 山 営 業 所
岡 山 営 業 部
松 山 営 業 所
高 松 営 業 所
高 知 営 業 所

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

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

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

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

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

ga i h an@app l i e d -ne t . c o . j p
s i _ k i t a@app l i e d - ne t . c o . j p
si_minami@applied-net.co.jp
s i _ o i t a@app l i e d -ne t . c o . j p
miyazaki@appl ied-net.co. jp
si_kagoshima@applied-net.co.jp
si_hiroshima@applied-net.co.jp
fukuyama@applied-net.co.jp
si_okayama@applied-net.co.jp
si_matsuyama@applied-net.co.jp
takamatsu@applied-net.co.jp
k o c h i @ a p p l i e d - n e t . c o . j p
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チラシNo.2020-0701

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

注文番号 2007011601

注文番号 2007011602

注文番号 2007011603

注文番号 2007011604

注文番号 2007011605

注文番号 2007011606

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!

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。

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

FUJISOFT FS030W
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！

注文番号 2007011619

39,80039,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2007011620

59,80059,800円(税込)
注文番号 2007011621

34,80034,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2007011622

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!

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！

30GB
/月プラン

15GB
/月プラン

注文番号 2007011623

24,80024,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2007011624

44,80044,800円(税込)
注文番号 2007011625

19,80019,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2007011626

34,80034,800円(税込)

30GB
/月プラン

15GB
/月プラン

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。

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 2007011607 69,80069,800円(税込)
注文番号 2007011608 99,80099,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

注文番号 2007011613

注文番号 2007011614

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 2007011609 99,80099,800円(税込)
注文番号 2007011610 129,800129,800円(税込)

注文番号 2007011615

注文番号 2007011616

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 2007011611

注文番号 2007011612

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 2007011617

注文番号 2007011618

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

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 

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

ルーター端末セットは下記モデル !!

15GBプラン 3日間2GB制限あり/ 30GBプラン 3日4GB制限あり

DATASIM
softbankプラン

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！※NanoSIM　MicroSIMを選択してください。

短期間パック
データSIM
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