
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

アプライドのオンラインセミナーでは人気のソリューションを展開しています。オンラインなのでどこからでも参加可能!

近日開催予定の人気オンラインセミナースケジュール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 9月 Vol .12020 年 9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」
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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!

CF-SZ5PDAVSCF-SZ5PDAVS

Core i5-6300U/ メモリ4GB/SSD240GB/
光学ドライブなし /12.1 型 (1920×1200)/
WinPro64bit/ 無線 LAN搭載 /
本体、ACケーブル＋マウス

※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。

12.1型高性能で、持ち運びが手軽な
約849gの軽量ボディ 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

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!

69,80069,800円税込
89,80089,800円税込

最新OS搭載で安心!
Windows7からの
買い替えにも!

12.1型
ワイド液晶

12.1型
ワイド液晶

CF-SX3JDHCSCF-SX3JDHCS

Core i5-4310U/ メモリ8GB/SSD240GB/
DVDマルチ /12.1 型液晶 (1600×900)/
WinPro64bit/ 無線 LAN搭載
本体、ACケーブル＋マウス

「軽量」「長時間駆動」「頑丈」「高性能」
ビジネス用モバイル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!

注文番号 2009010201

注文番号 2009010202

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!

13.3型
ワイド液晶

Dynabook R63/PDynabook R63/P

PB554MBB187AA71PB554MBB187AA71

Core i5-5300U/メモリ8GB/SSD4800GB/
光学ドライブなし/13.3型液晶(1366x768)/
WinPro64bit/無線LAN搭載
本体、ACケーブル＋マウス

約19時間のバッテリー駆動を実現
画像も文字も見やすい高解像度ディスプレイ 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!

注文番号 2009010203

69,80069,800円税込
89,80089,800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

Core i5-4310M/メモリ8GB/SSD240GB/
DVDマルチ/15.6型液晶(1366x768)/
WinPro64bit/無線LAN搭載/
本体、ACケーブル＋マウス

ビジネスシーンに適した無線LAN内蔵、
フルサイズテンキー付きノートパソコン！ 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!

注文番号 2009010204

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!

「Webカメラ・ヘッドセット」付き安心してご利用いただけます !

中古PC特別パック

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

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

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。



広い視野とデジタルズームを装備する、
ビジネス向けに設計された1080pウェブカメラ
広い視野とデジタルズームを装備する、
ビジネス向けに設計された1080pウェブカメラ
広い視野とデジタルズームを装備する、
ビジネス向けに設計された1080pウェブカメラ

約162g

注文番号 2009010301WEBカメラ

限定
特価 3,980円税込UB-UCAM200UB-UCAM200

■解像度:1080p(最大1920×1080)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：内蔵 無指向性モノラル
■USB2.0
■W80×D78×H33mm

■解像度:1080p(最大1920×1080)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：内蔵 無指向性モノラル
■USB2.0
■W80×D78×H33mm

■解像度:1080p(最大1920×1080)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：内蔵 無指向性モノラル
■USB2.0
■W80×D78×H33mm

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器
注文番号 2009010302WEBカメラ 注文番号 2009010303WEBカメラ

限定
特価 16,800円税込C930eR C930eR 

注文番号 2009010304スピーカーフォン

限定
特価 29,800円税込YVC-200（B）

YVC-200（W）
YVC-200（B）
YVC-200（W）

注文番号 2009010305スピーカーフォン 注文番号 2009010306マイクスピーカーシステム

注文番号 2009010307スピーカーフォン

限定
特価 19,800円税込

注文番号 2009010308スピーカーフォン 注文番号 2009010309スピーカーフォン

注文番号 2009010313

モバイル液晶

注文番号 2009010314

モバイル液晶

注文番号 2009010315

モバイル液晶

4ポート USB 3.0ハブ搭載 HDMI KVMP™
スイッチ（4K対応、オーディオミキサーモード搭載）
4ポート USB 3.0ハブ搭載 HDMI KVMP™
スイッチ（4K対応、オーディオミキサーモード搭載）
4ポート USB 3.0ハブ搭載 HDMI KVMP™
スイッチ（4K対応、オーディオミキサーモード搭載）

注文番号 2009010310

デスクトップKVMスイッチ

注文番号 2009010311

デスクトップKVMスイッチ

注文番号 2009010312

CONTENT CREATION

限定
特価 2,980円税込PCA-LTSH8BKPCA-LTSH8BK

約84g

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：10kg
■セット内容：排熱用ゴム脚×２
■W280×D280×H26mm

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：10kg
■セット内容：排熱用ゴム脚×２
■W280×D280×H26mm

■対応サイズ：～15.6インチノートPC
■耐荷重：10kg
■セット内容：排熱用ゴム脚×２
■W280×D280×H26mm

8段階角度調整機能と高さアップ脚付の
折りたたみ式ノートPCスタンド
8段階角度調整機能と高さアップ脚付の
折りたたみ式ノートPCスタンド

注文番号 2009010316折りたたみノートPCスタンド 注文番号 2009010317ノートPC用クーラー 注文番号 2009010318ノートPC用クーラー

約90g

■外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、
　Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、
　ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）
■Bluetooth対応 ■W140×D140×H43mm

■外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、
　Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、
　ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）
■Bluetooth対応 ■W140×D140×H43mm

■外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、
　Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、
　ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）
■Bluetooth対応 ■W140×D140×H43mm

■外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、
　NFC（近距離無線通信） 、EXT IN/OUT（ステレオミニ）
　ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）
■Bluetooth対応 ■W235×D226×H46mm

■外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、
　NFC（近距離無線通信） 、EXT IN/OUT（ステレオミニ）
　ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）
■Bluetooth対応 ■W235×D226×H46mm

■外部インタフェース：USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、
　NFC（近距離無線通信） 、EXT IN/OUT（ステレオミニ）
　ヘッドセット端子（ステレオOUT/モノラルIN）
■Bluetooth対応 ■W235×D226×H46mm

バッテリー搭載でミーティングコーナー・
自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能
バッテリー搭載でミーティングコーナー・
自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能
バッテリー搭載でミーティングコーナー・
自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能

約0.28kg

約195g

フルHD対応WebカメラフルHD対応Webカメラ

限定
特価 57,800円税込

オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを
実現する“SoundCap”モードを搭載
オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを
実現する“SoundCap”モードを搭載
オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを
実現する“SoundCap”モードを搭載

ミッドレンジのポータブルUSB
および Bluetooth® 対応スピーカーフォン
ミッドレンジのポータブルUSB
および Bluetooth® 対応スピーカーフォン
ミッドレンジのポータブルUSB
および Bluetooth® 対応スピーカーフォン

約0.8kg

限定
特価 11,800円税込C925eC925e

■解像度:フルHD1080p(1920×1080)
■フレームレート：30 fps
■マイク：内蔵
■高速USB 2.0対応（USB 3.0内蔵）
■W126×D45×H73mm

■解像度:フルHD1080p(1920×1080)
■フレームレート：30 fps
■マイク：内蔵
■高速USB 2.0対応（USB 3.0内蔵）
■W126×D45×H73mm

■解像度:フルHD1080p(1920×1080)
■フレームレート：30 fps
■マイク：内蔵
■高速USB 2.0対応（USB 3.0内蔵）
■W126×D45×H73mm 約170g

手頃な価格の、プライバシーフィルターが統合された
1080pのウェブカメラ
手頃な価格の、プライバシーフィルターが統合された
1080pのウェブカメラ

限定
特価 17,800円税込SPEAK 410 MS

7410-109 
SPEAK 410 MS
7410-109 

■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A
■W120×D25mm

■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A
■W120×D25mm

■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A
■W120×D25mm

エントリーレベルの
ポータブルUSB会議用スピーカーフォン
エントリーレベルの
ポータブルUSB会議用スピーカーフォン
エントリーレベルの
ポータブルUSB会議用スピーカーフォン

約180.3g

約0.94kg

限定
特価 64,800円税込CS1824CS1824

■接続数：最大4
■スイッチ：プッシュボタン×4
■USBハブ：USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2
■W270×D88×H55.5

■接続数：最大4
■スイッチ：プッシュボタン×4
■USBハブ：USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2
■W270×D88×H55.5

■接続数：最大4
■スイッチ：プッシュボタン×4
■USBハブ：USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2
■W270×D88×H55.5

限定
特価 3,280円税込SX-CL20BKSX-CL20BK

約283g 約610g

■風力切替機能：無段階
■ファン回転数：3000±300RPM
■最大風量：約24CFM
■W60×D60×H10mm

■風力切替機能：無段階
■ファン回転数：3000±300RPM
■最大風量：約24CFM
■W60×D60×H10mm

■風力切替機能：無段階
■ファン回転数：3000±300RPM
■最大風量：約24CFM
■W60×D60×H10mm

薄型ですっきり使える
コンパクトタイプのノートPC用クーラー
薄型ですっきり使える
コンパクトタイプのノートPC用クーラー

限定
特価 5,480円税込SX-CL21LBKSX-CL21LBK

■風力切替機能：無段階
■ファン回転数：800±200RPM
■最大風量：約70CFM
■W403×D283×H65mm

■風力切替機能：無段階
■ファン回転数：800±200RPM
■最大風量：約70CFM
■W403×D283×H65mm

■風力切替機能：無段階
■ファン回転数：800±200RPM
■最大風量：約70CFM
■W403×D283×H65mm

静音・安定性を兼ね備えデスクワークでの仕様に
最適なノートPCクーラー
静音・安定性を兼ね備えデスクワークでの仕様に
最適なノートPCクーラー

■解像度:フルHD1080p(最大1920×1080)
■フレームレート：30 fps
■マイク：内蔵
■高速USB 2.0対応（USB 3.0内蔵）
■W94×D71×H43.3mm

■解像度:フルHD1080p(最大1920×1080)
■フレームレート：30 fps
■マイク：内蔵
■高速USB 2.0対応（USB 3.0内蔵）
■W94×D71×H43.3mm

■解像度:フルHD1080p(最大1920×1080)
■フレームレート：30 fps
■マイク：内蔵
■高速USB 2.0対応（USB 3.0内蔵）
■W94×D71×H43.3mm

YVC-330YVC-330

■外部インタフェース：USB 2.0 High Speed、Bluetooth、
　NFC（近距離無線通信）、オーディオ入力端子（RCA ピン）、
　オーディオ出力端子（RCA ピン）、
　外部スピーカー端子（RCAピン）x2、
■Bluetooth対応 ■W332×D162×H95mm

■外部インタフェース：USB 2.0 High Speed、Bluetooth、
　NFC（近距離無線通信）、オーディオ入力端子（RCA ピン）、
　オーディオ出力端子（RCA ピン）、
　外部スピーカー端子（RCAピン）x2、
■Bluetooth対応 ■W332×D162×H95mm

■外部インタフェース：USB 2.0 High Speed、Bluetooth、
　NFC（近距離無線通信）、オーディオ入力端子（RCA ピン）、
　オーディオ出力端子（RCA ピン）、
　外部スピーカー端子（RCAピン）x2、
■Bluetooth対応 ■W332×D162×H95mm

限定
特価 114,800円税込

ハンドマイクを接続することで、
遠隔セミナーでの使用も可能
ハンドマイクを接続することで、
遠隔セミナーでの使用も可能
ハンドマイクを接続することで、
遠隔セミナーでの使用も可能

本体 約1.8kg
マイク 約0.4kg

YVC-1000 YVC-1000 

SPEAK 510 MS
7510-109
SPEAK 510 MS
7510-109

■ワイヤレス動作範囲：最大 30 メートル
■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A、Bluetooth
■W120×D25mm

■ワイヤレス動作範囲：最大 30 メートル
■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A、Bluetooth
■W120×D25mm

■ワイヤレス動作範囲：最大 30 メートル
■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A、Bluetooth
■W120×D25mm

限定
特価 37,800円税込

約298g

電話会議と音楽用の優れたオーディオ品質の
最高級ポータブルスピーカーフォン
電話会議と音楽用の優れたオーディオ品質の
最高級ポータブルスピーカーフォン
電話会議と音楽用の優れたオーディオ品質の
最高級ポータブルスピーカーフォン

SPEAK 710 MS
7710-309
SPEAK 710 MS
7710-309

■ワイヤレス動作範囲：最大 30 メートル
■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A、Bluetooth

■ワイヤレス動作範囲：最大 30 メートル
■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A、Bluetooth

■ワイヤレス動作範囲：最大 30 メートル
■認定：Alcatel-Lucent, 
　Avaya、Cisco、Microsoft、Unify
■接続端子：USB-A、Bluetooth

■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

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

■10.1インチ
■最大解像度：1280×800(WXGA)
■接続端子：HDMI（タイプA）/
　アナログRGB D-sub15ピン、RCA
■スピーカー搭載
■W252×D32×H175mm

■10.1インチ
■最大解像度：1280×800(WXGA)
■接続端子：HDMI（タイプA）/
　アナログRGB D-sub15ピン、RCA
■スピーカー搭載
■W252×D32×H175mm

■10.1インチ
■最大解像度：1280×800(WXGA)
■接続端子：HDMI（タイプA）/
　アナログRGB D-sub15ピン、RCA
■スピーカー搭載
■W252×D32×H175mm

光沢感のあるグレアパネルを採用！ 
10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI
光沢感のあるグレアパネルを採用！ 
10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI
光沢感のあるグレアパネルを採用！ 
10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI

約665g

限定
特価 27,800円税込LCD-10000VH6LCD-10000VH6

■10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：HDMI（タイプA）
■スピーカー搭載
■W252×D33×H175mm

■10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：HDMI（タイプA）
■スピーカー搭載
■W252×D33×H175mm

■10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：HDMI（タイプA）
■スピーカー搭載
■W252×D33×H175mm

光沢感のあるグレアパネル搭載！ 
軽快なタッチ操作が可能なマルチタッチ対応
plus oneモニター！

光沢感のあるグレアパネル搭載！ 
軽快なタッチ操作が可能なマルチタッチ対応
plus oneモニター！

光沢感のあるグレアパネル搭載！ 
軽快なタッチ操作が可能なマルチタッチ対応
plus oneモニター！

約850g

限定
特価 39,800円税込LCD-10000HT2LCD-10000HT2

4ポートUSBマルチスクリーンコントロール
KMスイッチ 
4ポートUSBマルチスクリーンコントロール
KMスイッチ 
4ポートUSBマルチスクリーンコントロール
KMスイッチ 

約0.5kg

限定
特価 44,800円税込CS724KMCS724KM

■接続数：最大4
■スイッチ：プッシュボタン×4、スライドスイッチ×1
■USBハブ：USB2.0 タイプA メス×2
■W200×D80.6×H25

■接続数：最大4
■スイッチ：プッシュボタン×4、スライドスイッチ×1
■USBハブ：USB2.0 タイプA メス×2
■W200×D80.6×H25

■接続数：最大4
■スイッチ：プッシュボタン×4、スライドスイッチ×1
■USBハブ：USB2.0 タイプA メス×2
■W200×D80.6×H25

デュアルHDMI→USB-C UVC
ビデオキャプチャーPro（AVミキサー機能搭載） 
デュアルHDMI→USB-C UVC
ビデオキャプチャーPro（AVミキサー機能搭載） 
デュアルHDMI→USB-C UVC
ビデオキャプチャーPro（AVミキサー機能搭載） 

約0.68kg

限定
特価 44,800円税込UC3022UC3022

■接続：Bluetooth Low Energy
■USBポート：USB 3.2 Gen1 Type-B オス
■ビデオ入力：HDMI Type-A メス×2
■W130×D151.8×H42.5

■接続：Bluetooth Low Energy
■USBポート：USB 3.2 Gen1 Type-B オス
■ビデオ入力：HDMI Type-A メス×2
■W130×D151.8×H42.5

■接続：Bluetooth Low Energy
■USBポート：USB 3.2 Gen1 Type-B オス
■ビデオ入力：HDMI Type-A メス×2
■W130×D151.8×H42.5
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WEB授業、オンライン会議の必需品!!

NEC Aterm MR05LN キット

国内専用 国内専用

スマートな薄型軽量タイプです。タッチパネル操作、デュアル
SIM、SIMフリーで、充実した機能のルータを採用しました。

※クレードルは別売りです。 ※クレードルは別売りです。

端末は２機種からお選びいただけます

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

帯域制御：3日間1GB、月度累計12GB
※月間通信量を超過した場合、当月末 まで最大通信速度が送受信時に128kbps に低速化されます。

※本プランに通信機器は含まれません au通信網に対応した機器をご用意ください。※月間データ容量を使い切った場合、月末まで最大 128Mbps で通信可能です。
※通信容量 10GB/ 月プラン （3日で 1.2GB 制限）※上記超えた場合は速度制限がかかります。（月末まで 128kbps）

帯域制御：3日間1GB、月度累計12GB
※月間通信量を超過した場合、当月末 まで最大通信速度が送受信時に128kbps に低速化されます。

注文番号 2009010411 69,80069,800円(税込)
注文番号 2009010412

注文番号 2009010401

注文番号 2009010402

99,80099,800円(税込)

2年版

1年版

149,800149,800円(税込)

89,80089,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

注文番号 2009010417

注文番号 2009010418

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 2009010413 99,80099,800円(税込)
注文番号 2009010414 129,800129,800円(税込)

注文番号 2009010419

注文番号 2009010420

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 2009010415

注文番号 2009010416

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 2009010421

注文番号 2009010422

コンパクトサイズのロングセラーです。
SIM フリーですので、長くお使いいただけま

対応通信方式：LTE/HSPA/WCDMA/
LTE：受信時最大 375Mbps ／送信時最大 50Mbps
無線 LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac  
サイズ：63x11x115 mm    質量：約 115g

FUJISOFT FS030Wキット

対応通信方式：LTE/3G 
LTE：受信時最大 150Mbps ／送信時最大 50Mbps
無線 LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac 
連続通信時間：無線 LAN通信  最大約 20時間
無線 LAN同時接続数：15台
サイズ：74x74x17.3 mm   質量：約 128g 

校費での一括支払いOK！ ALTEEM人気のデータ通信SIM アプライド限定パック

ソフトバンクモバイルの3G/4Gの通信を使用したモバイルデータ通信サービスを校費、物品調達としてご購入いただける一括レンタルパッケージで！

Docomo のLTEの通信を使用したデータ通信サービスを校費、物品調達としてご購入いただける一括レンタルパッケージで！

DATASIM softbank プラン 年間パックデータSIM

DATASIM Docomoプラン 年間パックデータSIM

50GB/月プラン

24か月 79,80079,800円(税込)

12か月 44,80044,800円(税込)

6か月 32,80032,800円(税込)

3か月 16,80016,800円(税込)

Docomoエリア準拠の10GBプラン!

MONMICROSIMタイプ
or

MONNANOSIMタイプ

10GB/月プラン

12GB/月プラン 12GB/月プラン

30GB/月プラン 30GB/月プラン

50GB/月プラン 50GB/月プラン

注文番号 2009010403

注文番号 2009010404

2年版

1年版

99,80099,800円(税込)

59,80059,800円(税込)

30GB/月プラン
注文番号 2009010405

注文番号 2009010409注文番号 2009010407

注文番号 2009010410注文番号 2009010408

注文番号 2009010406

2年版

1年版

84,80084,800円(税込)

49,80049,800円(税込)

12GB/月プラン

ルーター端末セットは下記モデル !!
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ビ
新型コロナウイルス感染防止対策

発熱来訪者
スクリーニングシステム
発熱来訪者スクリーニングソリューションは、サーモグラフィー AI 検出カメラを使用
して人体温度（非接触法）を測定し、異常な温度の個人をすばやく見つけ出します。その
後、発熱症状でスクリーニングされた訪問者は、プロの体温計によって二重に確認され
ます。新型コロナウイルス感染防止対策のひとつとしてぜひ導入をご検討ください。

ビデオAI 感染防止ソリューション

発熱来訪者スクリーニングシステム導入あたり２つのパッケージをご用意しております。

発熱来訪者スクリーニングシステムパック ドーム型サーモカメラ

発熱来訪者スクリーニングシステムパック バレット型サーモカメラ

①ドーム型サーモカメラ
　UCAM-220TT-U01

②温度検知、ダッシュボード、録画
　スタンダード UBX-310UIP-S1E-C

③三脚アダプタ(三脚は別売）
④24V/48VDC入力4ポートPOEスイッチ
⑤ACDCアダプタ
⑥電源ケーブル

①～⑥すべてセット

設定・設置料金込み 998,000

①バレット型サーモカメラ
　UCAM-220TB-U01

②温度検知、ダッシュボード、録画
　スタンダード UBX-310UIP-S1E-C

③三脚アダプタ(三脚は別売）
④24V/48VDC入力4ポートPOEスイッチ
⑤ACDCアダプタ
⑥電源ケーブル

円 円 
(税込)(税込)

①～⑥すべてセット

設定・設置料金込み 998,000円 円 
(税込)(税込)

発熱来訪者スクリーニング システムアーキテクチャー

注文番号 2009010501

注文番号 2009010502



厳選アイテム厳選アイテムモバイル PC 特集モバイル PC 特集

14.0型
フルHD液晶

14Z995-GP52/16G

ノートパソコン 注文番号 2009010601

サイズ:W323.4×D211.8×H16.5mm バッテリー駆動時間:約27時間サイズ:W323.4×D211.8×H16.5mm バッテリー駆動時間:約27時間

約995g

■CPU：Core  i5-10210U 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：Core  i5-10210U 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：Core  i5-10210U 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)

ノートパソコン 注文番号 2009010602 ノートパソコン 注文番号 2009010603

10.1型
WUXGA

12.0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

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

189,800円税込
SSD500GBモデル

209,800円税込
SSD1TBモデル

159,800円税込
通常モデル

15.6型
フルHD液晶

15Z995-GP52J/16G
サイズ:W357.6×D228.4×H16.8mm バッテリー駆動時間:約25時間サイズ:W357.6×D228.4×H16.8mm バッテリー駆動時間:約25時間

約1099g

■CPU：Core  i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB ■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ　■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core  i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB ■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6インチ　■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core  i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB ■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■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
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ　■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core  i5-8265U 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  i5-8265U 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

Pro
(64bit)

209,800円税込
SSD500GBモデル

229,800円税込
SSD1TBモデル

179,800円税込
通常モデル

159,800円税込
SSD500GBモデル

179,800円税込
SSD1TBモデル

129,800円税込
通常モデル

12.3型
液晶

Surface Pro LTE
GWP-00009
サイズ:W292×D8.5×H210mm バッテリー駆動時間:約13.5時間サイズ:W292×D8.5×H210mm バッテリー駆動時間:約13.5時間

約0.812kg

■CPU：Core i5  ■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.3インチ　 ■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit
■CPU：Core i5  ■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.3インチ　 ■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit
■CPU：Core i5  ■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.3インチ　 ■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

164,780円税込
通常モデル

SIMフリー仕様の
Surface Pro
SIMフリー仕様の
Surface Pro

ノートパソコン 注文番号 2009010604

ノートパソコン 注文番号 2009010607

ノートパソコン 注文番号 2009010605 ノートパソコン 注文番号 2009010606

12.3型
液晶

Surface Pro7
PVQ-00014
サイズ:W292×D8.5×H201mm バッテリー駆動時間:約10.5時間サイズ:W292×D8.5×H201mm バッテリー駆動時間:約10.5時間

約0.775kg

■CPU：Core i5-1035G4 1.1GHz  ■メモリ：8GB
■SSD：128GB     ■12.3インチ　 ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-1035G4 1.1GHz  ■メモリ：8GB
■SSD：128GB     ■12.3インチ　 ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-1035G4 1.1GHz  ■メモリ：8GB
■SSD：128GB     ■12.3インチ　 ■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

126,280円税込
通常モデル

317,900円税込
通常モデル

CF-QV9RDCVS

薄型2in1
リアカメラ搭載
薄型2in1
リアカメラ搭載

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

約959g

■CPU：Core i5-10310U 1.7GHz　■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：Core i5-10310U 1.7GHz　■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：Core i5-10310U 1.7GHz　■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)

ノートパソコン 注文番号 2009010608

282,700円税込
通常モデル

12.1型
WUXGA

CF-SV8KD4VS

人気のSVシリーズ
ドライブ搭載
人気のSVシリーズ
ドライブ搭載

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約14時間 サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約14時間 

約999g

■CPU：Core i5-8265U 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：Core i5-8265U 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：Core i5-8265U 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)

ノートパソコン 注文番号 2009010609

209,800円税込
通常モデル

12.1型
WUXGA

CF-SV8KD9VS

人気のSVシリーズ
ドライブ搭載
人気のSVシリーズ
ドライブ搭載

サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13.5時間サイズ:W283.5×D203.8×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13.5時間

約999g

12.1型
WUXGA

約1.109kg

■CPU：Core i5-8265U 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：Core i5-8265U 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：Core i5-8265U 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)

ノートパソコン 注文番号 2009010610

224,800円税込
通常モデル

CF-SV9KDUQR

人気のSVシリーズ
ドライブ搭載
人気のSVシリーズ
ドライブ搭載

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

■CPU：Core i7-10710U 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：Core i7-10710U 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：Core i7-10710U 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)

ノートパソコン 注文番号 2009010611

312,400円税込
通常モデル

CF-LV8KD4VS

大画面 軽量 ドライブ搭載大画面 軽量 ドライブ搭載

サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13時間サイズ:W333×D225.3×H24.5mm バッテリー駆動時間:約13時間

約1.25kg

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz　■メモリ：8GB
■SSD：256GB　■DVDスーパーマルチ　■14インチ
■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz　■メモリ：8GB
■SSD：256GB　■DVDスーパーマルチ　■14インチ
■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz　■メモリ：8GB
■SSD：256GB　■DVDスーパーマルチ　■14インチ
■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

ノートパソコン 注文番号 2009010612

209,800円税込
通常モデル

軽量で機動性に優れた
2-in-1
軽量で機動性に優れた
2-in-1

14.0型
ワイド液晶

14.0型
ワイド液晶

Modern14-B10
RASW-003JP
サイズ:W319×D220.2×H16.9mmサイズ:W319×D220.2×H16.9mm

約1.3kg

■CPU：Core i7 10510U 1.8GHz  ■メモリ：16GB
■SSD：512GB   ■光学ドライブ非搭載
■14インチ　 　■無線LAN搭載　 ■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7 10510U 1.8GHz  ■メモリ：16GB
■SSD：512GB   ■光学ドライブ非搭載
■14インチ　 　■無線LAN搭載　 ■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7 10510U 1.8GHz  ■メモリ：16GB
■SSD：512GB   ■光学ドライブ非搭載
■14インチ　 　■無線LAN搭載　 ■Win10 Home 64bit

Home
(64bit)

129,800円税込
通常モデル

Corei7 メモリ16GB
グラフィック搭載
Corei7 メモリ16GB
グラフィック搭載

13.3型
ワイド液晶

LAVIE PC-GN
164ZELG
サイズ:W312×D217.2×H17.8mm バッテリー駆動時間:約16.1時間サイズ:W312×D217.2×H17.8mm バッテリー駆動時間:約16.1時間

約1.29kg

Home & Business 2019
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厳選アイテム厳選アイテム新品BizPC 8 機種 ノートパソコンカスタマイズ＋SSDカスタマイズ特集新品BizPC 8 機種 ノートパソコンカスタマイズ＋SSDカスタマイズ特集
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 2009010701 注文番号 2009010702 注文番号 2009010703

ノートパソコン 注文番号 2009010706 ノートパソコン 注文番号 2009010707 ノートパソコン 注文番号 2009010708

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！！

ELVLG3K73221
TB2HD3WR

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

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

104,800円税込
SSD500GBモデル

124,800円税込
SSD1TBモデル

84,800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

9WM65AV-
AACD

■CPU：Core i3-8130U 2.3GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■DVDライター
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-8130U 2.3GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■DVDライター
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i3-8130U 2.3GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■DVDライター
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■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1.78kg

15.6型
ワイド液晶

Home
(64bit)

Home
(64bit)

サイズ:358×248×17.9mmサイズ:358×248×17.9mm

サイズ:358×242×22mm
バッテリー駆動時間:約10時間
サイズ:358×242×22mm
バッテリー駆動時間:約10時間

195N3PA-
AAAA

■CPU：Corei5-1035G1 1.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Home 64bit

■CPU：Corei5-1035G1 1.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Home 64bit

■CPU：Corei5-1035G1 1.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■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1.74kg

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

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FMVA8204KP

■CPU：Corei3 10110U 2.10GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3 10110U 2.10GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3 10110U 2.10GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■スーパーマルチドライブ
■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載
■テンキー有
■Win10 Pro 64bit

約2.05kg

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

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

約1.94kg

332,800円税込
通常モデルWE75-9TK-

672JP

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：32GB　■SSD：512GB（M.2 NVMe）
■光学ドライブ非搭載　■17.3インチ（1980×1080）
■グラフィック：NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6
■無線・有線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：32GB　■SSD：512GB（M.2 NVMe）
■光学ドライブ非搭載　■17.3インチ（1980×1080）
■グラフィック：NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6
■無線・有線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：32GB　■SSD：512GB（M.2 NVMe）
■光学ドライブ非搭載　■17.3インチ（1980×1080）
■グラフィック：NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6
■無線・有線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

418,000円税込
通常モデル

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：64GB　■SSD：2TB (1TB NVMe×2)
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ（1920×1080）
■Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 搭載
■無線・有線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：64GB　■SSD：2TB (1TB NVMe×2)
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ（1920×1080）
■Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 搭載
■無線・有線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：64GB　■SSD：2TB (1TB NVMe×2)
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ（1920×1080）
■Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 搭載
■無線・有線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

17.3型
ワイド液晶

サイズ:397×268.5×27.5mmサイズ:397×268.5×27.5mm
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2.6kg

ノートパソコンノートパソコン 注文番号 2009010704 注文番号 2009010705

124,800円税込
SSD500GBモデル

144,800円税込
SSD1TBモデル

104,800円税込
通常モデル

サイズ:358×242×22mm バッテリー駆動時間:約10時間サイズ:358×242×22mm バッテリー駆動時間:約10時間

1W2J9PA-AAAA

■CPU：Corei7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載　■テンキー有
■Win10 Home 64bit

■CPU：Corei7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載　■テンキー有
■Win10 Home 64bit

■CPU：Corei7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載　■テンキー有
■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1.74kg

15.6型
ワイド液晶

Home
(64bit)

ご自宅での研究用に！在宅研究用モバイルワークステーション特集！ディープラーニング利用の実務から研究開発まで、幅広い用途へ対応 !

149,800円税込
SSD500GBモデル

169,800円税込
SSD1TBモデル

129,800円税込
通常モデル

サイズ:363×255×22.9mm バッテリー駆動時間:約8.9時間サイズ:363×255×22.9mm バッテリー駆動時間:約8.9時間

PC-GN164JFNDA7FD1TDA

■CPU：Corei5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■スーパーマルチドライブ　■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載　■テンキー有
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■スーパーマルチドライブ　■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載　■テンキー有
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■スーパーマルチドライブ　■15.6インチ
■無線・有線LAN搭載　■テンキー有
■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2.2kg15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

ELVLG5K73221
TB24K3UR

15.6型
ワイド液晶

サイズ:358×248×17.9mmサイズ:358×248×17.9mm
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1.94kg

629,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：64GB　■SSD：2TB (1TB NVMe×2)
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ（3840×2160）
■Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 搭載
■無線・有線LAN搭載　■Ubuntu 18.04.3 LTS Desktop

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：64GB　■SSD：2TB (1TB NVMe×2)
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ（3840×2160）
■Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 搭載
■無線・有線LAN搭載　■Ubuntu 18.04.3 LTS Desktop

■CPU：Core i7-9750H 2.6GHz
■メモリ：64GB　■SSD：2TB (1TB NVMe×2)
■光学ドライブ非搭載　■15.6インチ（3840×2160）
■Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 搭載
■無線・有線LAN搭載　■Ubuntu 18.04.3 LTS Desktop

Home & Business 2019
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厳選アイテム厳選アイテムSSD カスタマイズ デスクトップパソコン特集SSD カスタマイズ デスクトップパソコン特集

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）

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 2009010801 注文番号 2009010802 注文番号 2009010803

デスクトップPC 注文番号 2009010805

デスクトップPC 注文番号 2009010807 デスクトップPC 注文番号 2009010808 デスクトップPC 注文番号 2009010809

デスクトップPC 注文番号 2009010804 デスクトップPC 注文番号 2009010806

サイズ:177×175×34.2mmサイズ:177×175×34.2mm

79,800円税込
SSD500GBモデル

59,800円税込
通常モデルhp 260 G3 DM

5DD71PA-AAAA

■CPU：Corei3-7130U 2.7GHz
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Home 64bit

■CPU：Corei3-7130U 2.7GHz
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Home 64bit

■CPU：Corei3-7130U 2.7GHz
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Home 64bit

約1.25kg

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:491.1x245x398.8mmサイズ:491.1x245x398.8mm

189,800円税込
SSD500GBモデル

164,800円税込
通常モデル

ThinkCentre
M820z AIO
10SC001MJP

■CPU：Core i5-8400 2.8GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■21.5インチワイドフルHD(1920×1080)
■DVDマルチ　■無線・有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8400 2.8GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■21.5インチワイドフルHD(1920×1080)
■DVDマルチ　■無線・有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-8400 2.8GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■21.5インチワイドフルHD(1920×1080)
■DVDマルチ　■無線・有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約7.3kg

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:92.6×290×292mmサイズ:92.6×290×292mm

119,800円税込
SSD500GBモデル

99,800円税込
通常モデル

OptiPlex 3070
SFF DTOP059-
005N1

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■DVDマルチ　 ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■DVDマルチ　 ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-9500
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■DVDマルチ　 ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約5.26kg

Pro
(64bit)

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:489.1×208.47×
363.69-473.69mm
サイズ:489.1×208.47×
363.69-473.69mm

119,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
通常モデル

HP ProOne 600
G4 All-in-One
4ZA06PA#ABJ

■CPU：Core i3-8100T 3.1GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■21.5インチワイドフルHD(1920×1080)
■DVDライター  ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8100T 3.1GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■21.5インチワイドフルHD(1920×1080)
■DVDライター  ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-8100T 3.1GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■21.5インチワイドフルHD(1920×1080)
■DVDライター  ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit 約6.57kg

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

FMVD45064P

■CPU：Core i5-9500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-9500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-9500 3.0GHz
■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:92.6×290×292mmサイズ:92.6×290×292mm

144,800円税込
SSD500GBモデル

124,800円税込
通常モデル

OptiPlex 5070
SFF DTOP062-
003N3

■CPU：Corei7-9700
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■DVDマルチ   ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-9700
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■DVDマルチ   ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei7-9700
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■DVDマルチ   ■有線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約5.26kg

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

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

Home
(64bit)

サイズ:338×308×100mmサイズ:338×308×100mm

109,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
通常モデルEliteDesk 800 G4 SF

4RW21PA#ABJ

■CPU：Corei5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB　 ■HDD：500GB
■DVDライター　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB　 ■HDD：500GB
■DVDライター　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB　 ■HDD：500GB
■DVDライター　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

約6.13kg

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:177×175×34.2mmサイズ:177×175×34.2mm

99,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
通常モデルhp 260 G3 DM

5JD89PA-AAAE

■CPU：Corei5-7200U 2.50GHz
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-7200U 2.50GHz
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-7200U 2.50GHz
■メモリ：8GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ非搭載　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

約1.25kg

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

99,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
通常モデルhp 280 G4 SF

8VK24PA-AAAF

■CPU：Corei3-9100 3.60GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■DVDライター　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-9100 3.60GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■DVDライター　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei3-9100 3.60GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■DVDライター　■有線LAN搭載
■テンキー有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit

約4.0kg

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

21.5型
フルHD液晶

WEBカメラ
搭載

WEBカメラ
搭載

21.5型
フルHD液晶
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アプライドではApple製品標準構成以外にカスタマイズモデルや
各種アクセサリ品もお取り寄せ可能です。
既にお持ちのApple製品の不具合対応等もお任せください。
ご購入時の各種設定・データ移行から修理取次までトータルサポート致します。

13インチMacBook Pro 13インチMacBook Pro注文番号 2009010902 注文番号 2009010903

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■Thunderbolt 3ポート×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)

約8.92kg

13インチMacBook Air 注文番号 2009010901

注文番号 2009010904 注文番号 200901090527インチ iMac21.5インチ iMac

その枠に収まらない美しさ。その枠に収まらない美しさ。

限定
特価 226,380円税込

アカデミック価格

限定
特価 202,180円税込

アカデミック価格

限定
特価 250,580円税込

アカデミック価格

27インチ iMac Retina 5Kディスプレイ27インチ iMac Retina 5Kディスプレイ

512GB SSDストレージ512GB SSDストレージ

■Core i5(第10世代Core i5 3.1GHz)
■Radeon Pro 5300(4GB)

■Core i5(第10世代Core i5 3.3GHz)
■Radeon Pro 5300(4GB)

512GB SSDストレージ512GB SSDストレージ
■Core i7(第10世代Core i7 3.8GHz)
■Radeon Pro 5500XT(8GB)

256GB SSDストレージ256GB SSDストレージ

限定
特価 150,480円税込

アカデミック価格

限定
特価 126,280円税込

アカデミック価格

限定
特価 169,180円税込

アカデミック価格

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ
■Core i5(第7世代Core i5 2.3GHz)

■Core i3(第8世代Core i3 3.6GHz)
■Radeon Pro 555X(2GB)

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ
■Core i5(第8世代Core i5 3.0GHz)
■Radeon Pro 560X(4GB)

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ

注文番号 2009010906Mac 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 2009010907

iPad Pro 11インチ WiFi モデル 注文番号 2009010910 iPad Pro 12.9インチ WiFi モデル 注文番号 2009010911

注文番号 2009010908

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 2009010909

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オンボードメモリ
■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

21.5型
〔共通仕様〕
■メモリ:8GB■Thunderbolt 3ポート×2
■Magic Mouse 2■Magic Keyboard -日本語(JIS)

21.5インチ iMac21.5インチ iMac

何でもできるオールインワン。何でもできるオールインワン。
約5.44kg 〔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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「リモートプリント」に対応した
家庭用インクジェットプリンター
「リモートプリント」に対応した
家庭用インクジェットプリンター
「リモートプリント」に対応した
家庭用インクジェットプリンター

A4
カラーレーザー

A3
カラーレーザー

両面印刷や無線LAN&モバイル連携を備えた
スマートモデルのカラーレーザービームプリンター
両面印刷や無線LAN&モバイル連携を備えた
スマートモデルのカラーレーザービームプリンター
両面印刷や無線LAN&モバイル連携を備えた
スマートモデルのカラーレーザービームプリンター

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

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

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

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷
■W449×D552×H360mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■両面印刷
■W449×D552×H360mm 約40kg

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ネットワーク印刷/フチなし印刷
■W322×D185×H66mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ネットワーク印刷/フチなし印刷
■W322×D185×H66mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ネットワーク印刷/フチなし印刷
■W322×D185×H66mm

約2.1kg

注文番号 2009011001液晶モニター

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器
注文番号 2009011002液晶モニター 注文番号 2009011003液晶モニター

注文番号 2009011004液晶モニター 注文番号 2009011005液晶モニター 注文番号 2009011006液晶モニター

注文番号 2009011007液晶モニター 注文番号 2009011008液晶モニター 注文番号 2009011009液晶モニター

限定
特価 29,800円税込TR153TR153

置き場所をとらない省スペース
コンパクトモバイルプリンター
置き場所をとらない省スペース
コンパクトモバイルプリンター

注文番号 2009011013

インクジェットプリンター

注文番号 2009011014

インクジェットプリンター

注文番号 2009011015

インクジェットプリンター

限定
特価 46,800円税込LBP622CLBP622C

限定
特価 49,800円税込C824DNC824DN

コンセント不要、USBケーブルをつなぐだけの
ワンプラグスキャン
コンセント不要、USBケーブルをつなぐだけの
ワンプラグスキャン
コンセント不要、USBケーブルをつなぐだけの
ワンプラグスキャン

■原稿サイズ：A4
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W250×D367×H42mm

■原稿サイズ：A4
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W250×D367×H42mm

■原稿サイズ：A4
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W250×D367×H42mm 約1.7kg

世界最小ながらコストパフォーマンスにも優れた
5年間無償サービスのスタンダードモデル
世界最小ながらコストパフォーマンスにも優れた
5年間無償サービスのスタンダードモデル
世界最小ながらコストパフォーマンスにも優れた
5年間無償サービスのスタンダードモデル

限定
特価 9,980円税込CanoScan LiDE 400CanoScan LiDE 400

注文番号 2009011010

レーザープリンター

注文番号 2009011011

レーザープリンター

注文番号 2009011012

レーザープリンター

注文番号 2009011016スキャナー 注文番号 2009011017スキャナー 注文番号 2009011018フォトスキャナー

限定
特価 37,800円税込C332DNWC332DNW

コンパクト・高性能でコストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル
コンパクト・高性能でコストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル

■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

限定
特価 34,800円税込27GL650F-B27GL650F-B

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W615×D274×H465-575mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W615×D274×H465-575mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W615×D274×H465-575mm

IPSパネル144Hz対応 LG UltraGear™
ゲーミングモニター
IPSパネル144Hz対応 LG UltraGear™
ゲーミングモニター
IPSパネル144Hz対応 LG UltraGear™
ゲーミングモニター

約6.4kg

画質とスピードを両立したミドルレンジモデル画質とスピードを両立したミドルレンジモデル画質とスピードを両立したミドルレンジモデル

■原稿サイズ：A4
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W280×D485×H118mm

■原稿サイズ：A4
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W280×D485×H118mm

■原稿サイズ：A4
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W280×D485×H118mm 約4.1kg

限定
特価 29,800円税込GT-X830GT-X830

紙焼き写真の大量・高速スキャンを実現紙焼き写真の大量・高速スキャンを実現紙焼き写真の大量・高速スキャンを実現

■原稿サイズ：A4/はがき/名刺
■接続：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■最大読取範囲：215.9mm
■W296×D169×H176mm

■原稿サイズ：A4/はがき/名刺
■接続：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■最大読取範囲：215.9mm
■W296×D169×H176mm

■原稿サイズ：A4/はがき/名刺
■接続：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■最大読取範囲：215.9mm
■W296×D169×H176mm 約3.7kg

限定
特価 59,800円税込FF-680WFF-680W

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■両面印刷
■W373×D319×H141mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■両面印刷
■W373×D319×H141mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■両面印刷
■W373×D319×H141mm

約6.6kg

A4
インクジェット

限定
特価 32,800円税込

PIXUS
TS8430（BK）/
TS8430（WH）/
TS8430（RED)

PIXUS
TS8430（BK）/
TS8430（WH）/
TS8430（RED)

エコタンク搭載モデル！
連続コピーやスキャン機能を搭載
ファクスも対応のオールインワンタイプ

エコタンク搭載モデル！
連続コピーやスキャン機能を搭載
ファクスも対応のオールインワンタイプ

エコタンク搭載モデル！
連続コピーやスキャン機能を搭載
ファクスも対応のオールインワンタイプ

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■両面印刷
■W375×D347×H231mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■両面印刷
■W375×D347×H231mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■両面印刷
■W375×D347×H231mm 約6.8kg

A4
インクジェット

A4
インクジェット

限定
特価 54,800円税込EW-M670FT/

EW-M670FTW
EW-M670FT/
EW-M670FTW

限定
特価 17,800円税込GL2480GL2480

■サイズ：24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
■W565×D175.11×H433.02mm

■サイズ：24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
■W565×D175.11×H433.02mm

■サイズ：24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
■W565×D175.11×H433.02mm

1ms 75Hz Full HD 目に優しいアイケアモニター
GL2480
1ms 75Hz Full HD 目に優しいアイケアモニター
GL2480
1ms 75Hz Full HD 目に優しいアイケアモニター
GL2480

約3.9kg

E2483HS-B3 E2483HS-B3 
限定
特価 18,800円税込

約3.9kg

■24インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W565.5×D203×H412mm

■24インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W565.5×D203×H412mm

■24インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W565.5×D203×H412mm

最大解像度1,920×1,080（Full HD）をサポート
ビジネスシーンにも適した24型スタンダードモデル
最大解像度1,920×1,080（Full HD）をサポート
ビジネスシーンにも適した24型スタンダードモデル
最大解像度1,920×1,080（Full HD）をサポート
ビジネスシーンにも適した24型スタンダードモデル

約3.4kg

■24.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：VGAx1/DisplayPortx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W557×D227×H421mm

■24.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：VGAx1/DisplayPortx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W557×D227×H421mm

■24.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：VGAx1/DisplayPortx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W557×D227×H421mm

画面の端から端までくっきり鮮やかな映像画面の端から端までくっきり鮮やかな映像画面の端から端までくっきり鮮やかな映像

約4.05kg

限定
特価 19,800円税込253V7LJAB/11 253V7LJAB/11 

限定
特価 20,800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

広視野角ADSパネル採用
27型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用
27型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用
27型ワイド液晶ディスプレイ

約5.2kg

限定
特価 29,800円税込LCD-DF321XDBLCD-DF321XDB

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W726×D180×H478mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W726×D180×H478mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W726×D180×H478mm

DisplayPort搭載！超解像技術でクッキリ美しい
大画面ワイド液晶ディスプレイ
DisplayPort搭載！超解像技術でクッキリ美しい
大画面ワイド液晶ディスプレイ
DisplayPort搭載！超解像技術でクッキリ美しい
大画面ワイド液晶ディスプレイ

約6.9kg

限定
特価 44,800円税込328P6AUBREB/11 328P6AUBREB/11 

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：D-Subx1/HDMI2.0x1/
　USB Type-Cx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W742×D270×H657mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：D-Subx1/HDMI2.0x1/
　USB Type-Cx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W742×D270×H657mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：D-Subx1/HDMI2.0x1/
　USB Type-Cx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W742×D270×H657mm

USB-C ドック搭載液晶モニターUSB-C ドック搭載液晶モニターUSB-C ドック搭載液晶モニター

約9.7kg

限定
特価 49,800円税込DKS-4K43DG3 DKS-4K43DG3 

■サイズ：43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMI2.0x3
■スピーカー搭載
■W975×D217×H621mm

■サイズ：43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMI2.0x3
■スピーカー搭載
■W975×D217×H621mm

■サイズ：43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Subx1/HDMI2.0x3
■スピーカー搭載
■W975×D217×H621mm

3840×2160ドットの4Kパネルを採用した
ディスプレイ（43型）
3840×2160ドットの4Kパネルを採用した
ディスプレイ（43型）
3840×2160ドットの4Kパネルを採用した
ディスプレイ（43型）

約9.4kg

限定
特価 24,800円税込LCD-MF273EDB-F LCD-MF273EDB-F 

約7.5kg

ジャイロセンサーを
搭載した
27型フルHD
液晶ディスプレイ

ジャイロセンサーを
搭載した
27型フルHD
液晶ディスプレイ

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D245×H422～552mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D245×H422～552mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D245×H422～552mm
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高耐久ストレージ・自動バックアップシステムの新提案究極の研究室向けデータサポート

だからこそプロが選ぶ、全設定おまかせ
ワンランク上のデータバックアップドライブ

大事なデータ・・・

初期導入時のスタンダードHDDと比較しても耐久面や構造

面で大きな違いがあります。大事なデータを安心して保管で

きる「高耐久HDD」採用の外付けHDDをご提案いたします!

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

アプライドオリジナル 

49,80049,800円税込価格
1
TB

－ SSD excellent － 39,800円税込価格
500
GB

USB3.0対応
超高速 NVMe SSD

（自動バックアップ設定付き）

ヒートシンク搭載で高い冷却性！

高速！NVMe SSDを採用！

USB
外付けタイプ 49,800円税込価格

2
TB

69,800円税込価格
4
TB 89,800円税込価格

6
TB

99,800円税込価格
8
TB 109,800円税込価格

10
TB

－ excellent HED －

データバックアップ 超高耐久外付けHDD

高耐久 3.5 インチ外付けHDDタイプ

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

Ultrastarシリーズは、24時間365日の運用を想定し
た製品で、最大250万時間のMTBFを実現し、年
間最大550TBのワークロードなど、NASシステ
ムに、エンタープライズ向けの仕様を提供します。

最上級グレードの高耐久HDDを採用!

39,000円税込3年間
パック

さらに安心!データ復旧サービス3年間

新製品!

AS4002T（2ベイ）

安心!NAS導入時に必要な設定から設置まですべて行います!

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

WD Red

標準

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

Red 4TB×2

Red 8TB×2

Red 10TB×2

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

NAS設置＆
初期設定

RAID設定・
ビルド

ネットワーク
設定

アクセス制限用
アカウント作成

バックアップ
設定

共有フォルダ
作成

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

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

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

AS4004T（4ベイ）

標準

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

Red 4TB×4

Red 8TB×4

Red 10TB×4

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

AS6208T（8ベイ）

標準

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

Ultrastar 6TB×8

Ultrastar 8TB×8

Ultrastar 10TB×8

1,198,000円税込Ultrastar 12TB×8

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

AS6210T（10ベイ）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

WesternDigital Ultrastar

８ベイ以上のモデルに採用2ベイ、4ベイモデルに採用

Redシリーズをさらに上回る高耐久性
と速度を持つHDDです。最大250万時
間のMTBFを実現し、間最大550TB
のワークロードなど、NASシステムに、
エンタープライズ向けの仕様を提供し
ます。

スタンダードHDD

2年から3年

一般的なパソコンに搭載しているHDD

HDDの推奨利用期間

1日:約8時間稼動
推奨されるHDD稼働時間

振動･熱対策が劣る
その他の対策処理に関して

NAS向け耐久HDD

約5年間

NASやサーバー等に利用するHDD

HDDの推奨利用期間

24時間365日稼働
推奨されるHDD稼働時間

振動・熱処理・電力消費改善
その他の対策処理に関して

1,218,000円税込
1,048,000円税込

849,800円税込
669,800円税込Ultrastar 4TB×10

Ultrastar 6TB×10

Ultrastar 8TB×10

Ultrastar 10TB×10

1,488,000円税込Ultrastar 12TB×10

50,000円税込1年間
パック

10,800円税込3年間
パック

60,000円税込1年間
パック

21,600円税込3年間
パック

80,000円税込1年間
パック

43,200円税込3年間
パック

100,000円税込1年間
パック

54,000円税込3年間
パック

耐久NASシステム

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

バックアップデータ共有
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限定
特価 283,800円税込

注文番号 2009011201 注文番号 2009011202

限定
特価 400,400円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

限定
特価 225,280円税込

注文番号 2009011203 注文番号 2009011204

限定
特価 392,480円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

限定
特価 351,780円税込

注文番号 2009011209 注文番号 2009011210

限定
特価 720,280円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,760,660円税込

注文番号 2009011211 注文番号 2009011212

限定
特価 1,097,800円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

限定
特価 437,800円税込

注文番号 2009011205 注文番号 2009011206

限定
特価 548,900円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

限定
特価 327,800円税込

注文番号 2009011207 注文番号 2009011208

限定
特価 704,000円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-9820X プロセッサー
● メモリー：16GB（4GBx4）DDR4-2666
● ストレージ：500GB SATA3-SSD 1TB 高耐久 HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT 710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul Type-TXS

インテル®Core™ X シリーズ・プロセッサー
（Skylake Refresh）

インテル®Core™ X シリーズ・プロセッサー
（Cascade Lake）

科学技術計算向けWo r k S t a t i o n
アプライドおすすめ

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-10900X プロセッサー
● メモリー：64GB（16GBx4）DDR4-2933
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD 2TB 高耐久 HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[1ポート]2.5ギガビット[1ポート]ギガビット+WiFi
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT 710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：750W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul Type-TXZ

全機種カスタマイズ可能！

簡易科学技術計算向けモデル

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー
● メモリー：16GB（8GBx2）DDR4-2933
● ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD
● 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
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-GDDR6
● 電源ユニット：300W 80 Plus Gold 認証

CERVO Rapid Type-Slim10

第10世代 インテル®Core™ i シリーズ・プロセッサー
（スリム・タワー型）

インテル®Core™ Xシリーズ・プロセッサー
（Cascade Lake）

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-10900X プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2933
● 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：[2ポート]ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P620 2GB-GDDR6
● 電源ユニット：750W 80 Plus Gold 認証

CERVO Rapid Type-X

高速起動NVMe搭載モデル

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル®Xeon® プロセッサー E3-1225 V6
● メモリー：32GB（16GBx2）DDR4-24000
● 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
● 電源ユニット：600W 80 Plus Gold 認証

CERVO Create Type-XEMD01CERVO Create Type-XEMD01

三次元CADソフト向けワークステーション
（Core™ X / Quadro）

クリエイティブ向けワークステーション
（1Xeon/Quadro）

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル®Xeon®W-2133 プロセッサー
● メモリー：64GB (16GB x 4) 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® P4000 8GB-GDDR5
● 電源ユニット：750W 80 Plus Gold 認証

CERVO Create Type-XWT

高解像度映像・静止画編集加工、3D CAD等向けモデル

● OS：非搭載
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon Silver 4110
● メモリー：256GB(16GBx16) DDR4-2666
● 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
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット(IPMI 2.0 兼用：1ポート）
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® RTX5000 16GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証

CERVO OpenFOAM Type-E

大型流体計算向けワークステーション
（2CPU 並列計算向け） XILINX アクセラレータ・カード搭載

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● FPGA アクセラレータ・カード：XILINX Alveo U50
● プロセッサー：インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー
● メモリー：64GB（8GB x8）DDR4-2933
● ストレージ：960GB 高耐久 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-GDDR6
● 電源ユニット：1,200W/200V時（1,000W/100V時）80 Plus Platinum 認証

CERVO FPGA PALTEK
Type-ESFPXW

CERVO FPGA PALTEK
Type-ESFPXW

OpenFOAM 流体解析用モデル FPGA アクセラレータ・カード
「XILINX Alveo U50」標準搭載モデル

● OS：有償オプション
● プロセッサー：インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）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
● ネットワーク：[2ポート]10ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-GDDR5
● 電源ユニット：900W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Grasta Type-IS2S

1CPU-Xeon 搭載 静音ワークステーション
（並列計算向け） 2CPU-Xeon 搭載 静音ワークステーション

● OS：有償オプション
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー
● メモリー：32GB（8GB x4）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
● 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
● 電源ユニット：1,200W/200V 時 80 Plus Platinum 認証

CERVO Grasta Type-ES2S

多数の科学技術計算用ソフトウェアの計算実績！CERVO Grastaシリーズ

● OS：有償オプション
● プロセッサー：インテル® Xeon® W-2223 プロセッサー
● メモリー：32GB（8GB x4）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
● 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
● 電源ユニット：900W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Grasta Type-IS2W

1CPU-Xeon 搭載 静音ワークステーション
（逐次計算向け） 

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

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3970X プロセッサー
● メモリー：64GB（16GB x4）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：[1ポート]10ギガビット[1ポート]2.5ギガビット
● グラフィック：AMD Radeon™ RX 5700 XT 8GB-GDDR6
● 電源ユニット：850W 80 Plus Gold 認証

CERVO Grasta Ryzen
Type-RT3R 

CERVO Grasta Ryzen
Type-RT3R 

アプライドHPC＆BTOをぜひお使いください！
商品をじっくり選んでカスタマイズ、お見積り・
仕様書作成をご依頼いただけます。
詳しくは、右のQRコードをチェック！

アプライドHPC&BTOは
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!
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限定
特価 768,900円税込

注文番号 2009011301安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,460,580円税込

注文番号 2009011302安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,790,800円税込

注文番号 2009011303安心の

3年間
保証付

限定
特価 3,256,000円税込

注文番号 2009011304安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,042,800円税込

注文番号 2009011305
安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,473,780円税込

注文番号 2009011307
安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,042,800円税込

注文番号 2009011306
安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,473,780円税込

注文番号 2009011308
安心の

3年間
保証付

HPC製品の保守作業を現地にて対応エンジニアが直接現地に
お伺いして修理対応
製品のセンドバックは不要です
＊本体ご購入時にオンサイト保守サービスを契約された製品が対象になります。

オンサイト・ハードウェア保守サービスはじめました！
～50万円未満
50万円以上100万円未満
100万円以上300万円未満
300万円以上500万円未満
500万円以上

¥40,000
¥60,000
¥100,000
¥200,000 

本体販売価格の5％

¥110,000
¥160,000
¥250,000
¥500,000

本体販売価格の10％

■オンサイトハードウェア保守価格
対象機器本体価格（税別） 1年 3年

※価格はすべて税抜き ※契約開始後のサービス期間延長は対応しておりません。

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-10900X プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2933
● ストレージ（標準）：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：NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti
　 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

ERVO Deep for Linux
Type-DPCS 

Deep Learning ワークステーション
（Core X 1CPU/疑似4GPU対応） 

HPCディープラーニングモデル
アプライドおすすめ

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：インテル® Xeon® W-2245 プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2666
● ストレージ（標準）：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® Quadro® RTX 5000
　 16GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux
Type-DPXS-Q

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

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー
● メモリー：96GB（8GBx12）DDR4-2666
● ストレージ（標準）：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
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux
Type-DPXXS

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

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー
● メモリー：96GB（8GBx12）DDR4-2666
● ストレージ（標準）：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：NVIDIA® Tesla® V100 32GB-HBM2
● 電源ユニット：[冗長化] 2,000W/200V 時
　 80 Plus Platinum 認証

CERVO Deep for Linux
Type-DP5GPU-Te

ラックマウント対応 Deep Learning ワークステーション
（Xeon 2CPU/5GPU対応） 

CERVO Deep
for Linux

「APPLIED CERVO Deepシリーズ」は、 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。

本シリーズは、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。ディープ・ラーニング（深層学習）向けに最適

化された OS (Ubuntu 18.04 LTS)、フレームワーク、ライブラリをあらかじめインスト

ールしており、深層学習を意識した専用モデルとなります。

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Xeon® W-2245 プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2666
● ストレージ（標準）：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
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Deep for Windows
Type-DPXSW

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

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Xeon® W-2245 プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2666
● ストレージ（標準）：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® Quadro® RTX 5000
　 16GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Deep for Windows
Type-DPXSW-Q 

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

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-10900X プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2933
● ストレージ（標準）：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
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Deep for Windows
Type-BOX

Deep Learning ワークステーション
（Core X 1CPU/疑似4GPU対応）

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-10900X プロセッサー
● メモリー：32GB（8GBx4）DDR4-2933
● ストレージ（標準）：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® Quadro® RTX 5000
　 16GB-GDDR6
● 電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証

CERVO Deep for Windows
Type-BOX-Q

Deep Learning ワークステーション
（Core X 1CPU/疑似4GPU対応）

CERVO Deep
for Windows

ディープ・ラーニング（深層学習）向けに Windows® 10 Pro 64 bit 、フレームワーク、

ライブラリをあらかじめインストールし、ノン・プログラミングのディープ・ラーニング・ソ

フトウェア「Sony Neural Network Console」をお客様に代わりインストールした深層

学習専用モデルとなります。
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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 

G
I
J
I
R
O
K
U
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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

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

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

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

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

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

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

ga i h an@app l i e d -ne t . c o . j p
s i _ k i t a@app l i e d - ne t . c o . j p
si_minami@applied-net.co.jp
s i _ o i t a@app l i e d -ne t . c o . j p
miyazaki@appl ied-net.co. jp
si_kagoshima@applied-net.co.jp
si_hiroshima@applied-net.co.jp
fukuyama@applied-net.co.jp
si_okayama@applied-net.co.jp
si_matsuyama@applied-net.co.jp
takamatsu@applied-net.co.jp
k o c h i @ a p p l i e d - n e t . c o . j p

si_osakakita@applied-net.co.jp
h ime j i@app l i e d - n e t . c o . j p
wakayama@applied-net.co.jp
takatsuki@applied-net.co.jp
s i_kyoto@appl ied-net.co. jp
si_hokuriku@applied-net.co.jp
si_nagoya@applied-net.co.jp
shizuoka@appl ied-net.co.jp
s i_ tokyo@appl ied-net.co. jp
si_tsukuba@applied-net.co.jp

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

チラシNo.2020-0901

アプライドが
取り扱う 検索 発注 見積書発行60万 アイテムの商品を掲載

在庫検索、見積書発行、発注処理  が可能で業務の効率化を実現します！

アプライド for Universityアプライド for University

検索・発注システム検索・発注システム
いつでも簡単に ! パソコン、周辺機器などの商品検索、
在庫状況、発注ができ、物品調達に手間がかかりません !

PC・モバイル端末、サーバー、ディスプレイ、プリンタ、
スキャナ、カメラ・ネットワークカメラ・光学機器、スト
レージデバイス、メモリ/フラッシュメモリ、通信/ネッ
トワーク機器サプライ、電源関連装置、消耗品(インク/
トナー/メディア)入力デバイス、ケーブル/切替器、ソフ
トウェア、ライセンス

取り扱い製品カテゴリ(一部)

下記WEBサイトより簡単にご登録ご利用いただけます !

https://b3id.jp/applied-univ/

ご登録は、『新規登録希望の方はこちら』をクリックしていただき、必要事項のご記入をお願い致します。
ご登録後、発行されるIDとパスワードでログインできます。

大学様限定

カートに入れて、
「見積を作成」をクリックする
だけで見積書の発行されます。
「注文を作成」とクリックする
と発注が可能です。

手間がかからず簡単に !
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