
アプライドオリジナル研究室・研究機関向け最先端コンピューター
BTO・科学技術計算向けWorkStation＆DeepLearning 特集 !!
アプライドオリジナル研究室・研究機関向け最先端コンピューター
BTO・科学技術計算向けWorkStation＆DeepLearning 特集 !!

第10世代 インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサー
（ミドル・タワー型）
● OS：Windows® 10 Pro 64bit DSP 版
● CPU：インテル® Core™ i9-10900K
● メモリ：32GB（16GB×2）DDR4-2933
● ストレージ：1TB M.2 NVMe-SSD（PCI Express Gen3）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● Bluetooth：Bluetooth 5.1
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P620 2GB-GDDR6
　（PCI Express Gen3）
● 電源ユニット：650W 80Plus Platinum 認証
● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約（W）220×（D）525×（H）480
※突起部は除く

360,580360,580円円税込税込限定
特価

225,280225,280円円税込税込限定
特価

注文番号 2101010101

注文番号 2101010101

CERVO Rapid
Type-Tower10
CERVO Rapid
Type-Tower10
CERVO Rapid
Type-Tower10

安心の

3年間
保証付Pro

(64bit)

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）
● OS：Windows® 10 Pro 64bit DSP 版
● CPU：インテル® Core™ i7-10700
● メモリ：16GB（8GB×2）DDR4-2933
● ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD（PCI Express Gen3）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-GDDR6
　（PCI Express Gen3）
● 電源ユニット：300W 80Plus Gold 認証
● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約（W）96×（D）386×（H）333 ※突起部は除く

CERVO Rapid
Type-Slim10

安心の

3年間
保証付Pro

(64bit)

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 https://bto.applied.ne.jp/ アプライドHPC

Step 1 Step 2商品検索・在庫確認 仕様カスタマイズ

項目をチェックStep 3

GPUや用途などから製品を
検索してください。

仕様書
ダウンロード可能

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

ご依頼いただいた内容が仕
様書としてマイページからダ
ウンロードできます。

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

たった3分で製品仕様と概算見積もりまで完了!

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!

チェックを入れない

チェックを入れる

ソリューション導入事例も多数ございます！（詳細は下記の専用WEBサイトにて）ソリューション導入事例も多数ございます！（詳細は下記の専用WEBサイトにて）

アプライド HPC/BTO PC専用WEBサイトはこちらより

HPC/BTO
ア プ ラ イ ド W E B サ イ ト

2021 年 1月 Vol .12021 年 1月 Vol .1

アプライドの学校・法人様向け PC・IT機器／事務家電情報カタログ

研究室のお役立ち「アット・ラボ」

L  BO



厳 選アイテム厳 選アイテムモバイルPC特集新製品モバイルPC特集新製品
ノートパソコン 注文番号 2101010201

159,800円税込
通常価格

189,800円税込
SSD500GBモデル

209,800円税込
SSD1TBモデル

14Z995-GP52J/16G14Z995-GP52J/16G14Z995-GP52J/16G14Z995-GP52J/16G

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14.0インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約27時間
■サイズ:323.4×211.8×16.5mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

約995g

ノートパソコン 注文番号 2101010202

164,780円税込
通常価格

199,800円税込
SSD500GBモデル

219,800円税込
SSD1TBモデル

129,800円税込
通常価格

159,800円税込
SSD500GBモデル

179,800円税込
SSD1TBモデル

15Z995-GP52J/16G15Z995-GP52J/16G15Z995-GP52J/16G15Z995-GP52J/16G
Pro

(64bit)

約1099g

タブレットPC 注文番号 2101010203

164,780円税込
通常価格

Surface Pro LTE
GWP-00009
Surface Pro LTE
GWP-00009
Surface Pro LTE
GWP-00009
Surface Pro LTE
GWP-00009

Pro
(64bit)

約812g

14.0型
グレアパネル フルHD

15.6型
グレアパネル フルHD

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■15.6インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約25時間
■サイズ:357.6×228.4×16.8mm

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.3インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約12.5時間
■サイズ:292×8.5×201mm

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

12.3型
ワイド液晶

ノートパソコン 注文番号 2101010206

LAVIE
PC-GN164ZELG
LAVIE
PC-GN164ZELG
LAVIE
PC-GN164ZELG
LAVIE
PC-GN164ZELG

Pro
(64bit)

約1.29kg

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■13.3インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約20時間
■サイズ:93.5×40.5×29.5mm

13.3型
ワイド液晶

ノートパソコン 注文番号 2101010205

139,800円税込
通常価格

Modern-14-B11SB-
030JP
Modern-14-B11SB-
030JP
Modern-14-B11SB-
030JP
Modern-14-B11SB-
030JP

Home
(64bit)

Home
(64bit)

約1.3kg

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■14.0インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：有
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約10時間
■サイズ:319×219×16.9mm

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

14.0型
ワイド液晶

タブレットPC 注文番号 2101010204

126,280円税込
通常価格

Surface Pro7
PVQ-00014
Surface Pro7
PVQ-00014
Surface Pro7
PVQ-00014
Surface Pro7
PVQ-00014

約776g

■CPU：Core i5-1035G4 1.1GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.3インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：有
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約10.5時間
■サイズ:292×8.5×201mm

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

12.3型
ワイド液晶

Home & Business 2019

Home & Business 2016

ノートパソコン 注文番号 2101010209ノートパソコン 注文番号 2101010208ノートパソコン 注文番号 2101010207

264,000円税込
通常価格

CF-RZ8ADEQRCF-RZ8ADEQRCF-RZ8ADEQRCF-RZ8ADEQR
約750g

■CPU：Core i5-8200Y 1.3GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■10.1インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11時間
■サイズ:250×19.5×180.8mm

ウルトラコンパクトウルトラコンパクト

10.1型
WUXGA

Home & Business 2019

Pro
(64bit)

247,500円税込
通常価格

CF-QV9ADGQRCF-QV9ADGQRCF-QV9ADGQRCF-QV9ADGQR
約949g

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.0インチ
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11.5時間
■サイズ:273×18.7×209.2mm

薄型2in1 リアカメラ搭載薄型2in1 リアカメラ搭載

12.0型
WUXGA

Home & Business 2019

Pro
(64bit)

209,800円税込
通常価格

CF-SV8KD4VSCF-SV8KD4VSCF-SV8KD4VSCF-SV8KD4VS
約999g

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.1インチ
■光学ドライブ：DVD±R/±RW/RAM/±RDL
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約14時間
■サイズ:283.5×24.5×203.8mm

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

12.1型
WUXGA

Pro
(64bit)

ノートパソコン 注文番号 2101010212ノートパソコン 注文番号 2101010211ノートパソコン 注文番号 2101010210

224,800円税込
通常価格

CF-SV8KD9VSCF-SV8KD9VSCF-SV8KD9VSCF-SV8KD9VS
約999g

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ
■光学ドライブ：DVD±R/±RW/RAM/±RDL
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13.5時間
■サイズ:283.5×24.5×203.8mm

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

12.1型
WUXGA

Pro
(64bit)

248,600円税込
通常価格

CF-SV9RDAVSCF-SV9RDAVSCF-SV9RDAVSCF-SV9RDAVS
約999g

■CPU：Core i5-10310U 1.7GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.1インチ
■光学ドライブ：DVD±R/±RW/RAM/±RDL
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:283.5×24.5×203.8mm

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

12.1型
WUXGA

Pro
(64bit)

209,800円税込
通常価格

CF-LV8KD4VSCF-LV8KD4VSCF-LV8KD4VSCF-LV8KD4VS
約1.25kg

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14.0インチ
■光学ドライブ：DVD±R/±RW/RAM/±RDL
■無線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×24.5×225.3mm

大画面 軽量 ドライブ搭載大画面 軽量 ドライブ搭載

14.0型
フルHD液晶

バ
イ
ル
P
C
特
集
新
製
品
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厳 選アイテム厳 選アイテムデスクトップパソコン カスタマイズ 通常価格+SSDカスタム価格＋延長保証デスクトップパソコン カスタマイズ 通常価格+SSDカスタム価格＋延長保証
注文番号 2101010301

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！！

デスクトップパソコン

hp 260 G3 DM
5DD71PA-AAAA
hp 260 G3 DM
5DD71PA-AAAA
hp 260 G3 DM
5DD71PA-AAAA
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
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Home 64bit
■サイズ:177×175×34.2mm

■CPU：Corei3-7130U 2.7GHz
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Home 64bit
■サイズ:177×175×34.2mm

■CPU：Corei3-7130U 2.7GHz
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Home 64bit
■サイズ:177×175×34.2mm

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1.25kg

Pro
(64bit)

79,800円税込
SSD500GBモデル

59,800円税込
通常モデル

Home
(64bit)

注文番号 2101010302デスクトップパソコン

hp 260 G3 DM
5JD89PA-AAAE
hp 260 G3 DM
5JD89PA-AAAE
hp 260 G3 DM
5JD89PA-AAAE
hp 260 G3 DM
5JD89PA-AAAE

■CPU：Corei5-7200U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:177×175×34.2mm

■CPU：Corei5-7200U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:177×175×34.2mm

■CPU：Corei5-7200U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:177×175×34.2mm

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1.25kg

99,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
通常モデル

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

注文番号 2101010303デスクトップパソコン

hp 280 G4 SF
8VK24PA-AAAF
hp 280 G4 SF
8VK24PA-AAAF
hp 280 G4 SF
8VK24PA-AAAF
hp 280 G4 SF
8VK24PA-AAAF

■CPU：Corei3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVDライター
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:270×296×95mm

■CPU：Corei3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVDライター
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:270×296×95mm

■CPU：Corei3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVDライター
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:270×296×95mm

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4.0kg

99,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
通常モデル

注文番号 2101010304デスクトップパソコン

EliteDesk 800 G4 SF
4RW21PA#ABJ
EliteDesk 800 G4 SF
4RW21PA#ABJ
EliteDesk 800 G4 SF
4RW21PA#ABJ
EliteDesk 800 G4 SF
4RW21PA#ABJ

■CPU：Corei5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDライター
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:338×308×100mm

■CPU：Corei5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDライター
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:338×308×100mm

■CPU：Corei5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDライター
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■テンキー：有（付属キーボード）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:338×308×100mm

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6.13kg

109,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
通常モデル

Home
(64bit)

注文番号 2101010305デスクトップパソコン

XC-886-F38UXC-886-F38UXC-886-F38UXC-886-F38U

■CPU：Core i3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：有
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×298×354mm

■CPU：Core i3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：有
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×298×354mm

■CPU：Core i3-9100 3.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：有
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×298×354mm

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4.1kg

89,800円税込
SSD500GBモデル

69,800円税込
通常モデル

注文番号 2101010306デスクトップパソコン

VX2665G-N58UVX2665G-N58UVX2665G-N58UVX2665G-N58U

■CPU：Core i5-9400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:333×102×306mm

■CPU：Core i5-9400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:333×102×306mm

■CPU：Core i5-9400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:333×102×306mm

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4.4kg

99,800円税込
SSD500GBモデル

79,800円税込
通常モデル

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

注文番号 2101010307デスクトップパソコン

VX2665G-N58UBVX2665G-N58UBVX2665G-N58UBVX2665G-N58UB

■CPU：Core i5-9400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB+1TB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:333×102×306mm

■CPU：Core i5-9400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB+1TB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:333×102×306mm

■CPU：Core i5-9400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB+1TB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:333×102×306mm

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

104,800円税込
SSD500GBモデル

84,800円税込
通常モデル

Home
(64bit)

注文番号 2101010308デスクトップパソコン

XC-886-F78VXC-886-F78VXC-886-F78VXC-886-F78V

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：有
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×298×354mm

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：有
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×298×354mm

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：有
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×298×354mm

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4.1kg

139,800円税込
SSD1TBモデル

109,800円税込
通常モデル

注文番号 2101010309デスクトップパソコン

PC-MRH30LZGACZ6PC-MRH30LZGACZ6PC-MRH30LZGACZ6PC-MRH30LZGACZ6

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×291×340mm

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×291×340mm

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVD±R/RW
■無線LAN：無
■有線LAN：～1000BASE-T
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×291×340mm

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5.3kg約4.4kg

169,800円税込
SSD500GBモデル

149,800円税込
通常モデル
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 15.6型
グレアパネル フルHD

17.0型
グレアパネル フルHD

厳選アイテム厳選アイテムデスクトップパソコンカスタマイズ 通常価格+SSDカスタム価格＋メモリカスタム価格＋延長保証デスクトップパソコンカスタマイズ 通常価格+SSDカスタム価格＋メモリカスタム価格＋延長保証

109,800円税込
通常価格

159,800円税込
SSD1TBモデル

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6型(1920x1080)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:357.3×19.4×236.8mm

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6型(1920x1080)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:357.3×19.4×236.8mm

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

ASUS ExpertBook
P3540FA-BQ0948R
ASUS ExpertBook
P3540FA-BQ0948R
ASUS ExpertBook
P3540FA-BQ0948R
ASUS ExpertBook
P3540FA-BQ0948R

ノートパソコン 注文番号 2101010401

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約1.8kg

124,800円税込
通常価格

144,800円税込
SSD500GBモデル

■CPU：Core i7-8665U 1.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6型(1366x768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i7-8665U 1.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6型(1366x768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

dynabook B65/ER
A6BSERC8LA21
dynabook B65/ER
A6BSERC8LA21
dynabook B65/ER
A6BSERC8LA21
dynabook B65/ER
A6BSERC8LA21

ノートパソコン 注文番号 2101010402

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約2.4kg

159,800円税込
通常価格

179,800円税込
SSD500Gモデル

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6型(1366×768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6型(1366×768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

VersaPro タイプVF 
PC-VRV18FBGS3
VersaPro タイプVF 
PC-VRV18FBGS3
VersaPro タイプVF 
PC-VRV18FBGS3
VersaPro タイプVF 
PC-VRV18FBGS3

ノートパソコン 注文番号 2101010403

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約2.2kg

189,800円税込
通常価格

219,800円税込
SSD1TBモデル

239,800円税込
SSD2TBモデル■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz

■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6型(1920×1080)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:357.6×225.3×16.8

■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■15.6型(1920×1080)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:357.6×225.3×16.8

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

gram
15Z90N-VA72J
gram
15Z90N-VA72J
gram
15Z90N-VA72J
gram
15Z90N-VA72J

ノートパソコン 注文番号 2101010404

Home
(64bit)

約1.12kg

ノートパソコン 注文番号 2101010405

209,800円税込
通常価格

239,800円税込
SSD1TBモデル

259,800円税込
SSD2TBモデル■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz

■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■17.0型(2560×1600)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:380.6×265.7×17.4

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■17.0型(2560×1600)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:380.6×265.7×17.4

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

gram
17Z995-GP52J/16GB
gram
17Z995-GP52J/16GB
gram
17Z995-GP52J/16GB
gram
17Z995-GP52J/16GB

ノートパソコン 注文番号 2101010406

約1.34kg

199,800円税込
通常価格

229,800円税込
SSD1TBモデル

249,800円税込
SSD2TBモデル■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz

■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■DVDスーパーマルチ
■17.0型(2560×1600)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:380.6×262.6×17.4

■CPU：Core i7-1065G7 1.3GHz
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■DVDスーパーマルチ
■17.0型(2560×1600)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:380.6×262.6×17.4

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

gram
17Z90N-VA73J/16GB
gram
17Z90N-VA73J/16GB
gram
17Z90N-VA73J/16GB
gram
17Z90N-VA73J/16GB

Home
(64bit)

約1.35kg

17.0型
WQXGA+
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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）



厳選アイテム厳選アイテム

32,800円税込
通常価格

39,800円税込
SSD240GBモデル

■CPU：Core i5-5300U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■DVDマルチ
■12.1型(1600x900)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

■CPU：Core i5-5300U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■DVDマルチ
■12.1型(1600x900)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

中古 PC6機種 特集中古 PC6機種 特集

CF-SX4EDHCF-SX4EDHCF-SX4EDHCF-SX4EDH

中古モバイルノート 注文番号 2101010501

Pro
(64bit)

「ご予算の中でＮＡＳやサーバはいかがですか？」
新品として取得なさっていたご予算を中古にすることでご予算にゆとりができます。
データの保全のために、ＮＡＳやファイルサーバを手配なさいませんか？
詳しくはスタッフまでお声がけくださいませ。

12.1型
ワイド液晶

42,800円税込
通常価格

49,800円税込
SSD240GBモデル

■CPU：Core i5-6300U 
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■12.5型(1920x1080)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

■CPU：Core i5-6300U 
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■12.5型(1920x1080)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

CF-MX5AD3VSCF-MX5AD3VSCF-MX5AD3VSCF-MX5AD3VS

中古モバイルノート 注文番号 2101010502

Pro
(64bit)

12.5型
ワイド液晶

29,800円税込
通常価格

36,800円税込
SSD240GBモデル

■CPU：Core i3-6100U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3型(1920x1200)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:非搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

■CPU：Core i3-6100U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3型(1920x1200)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:非搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

PR73UFAA437AD81PR73UFAA437AD81PR73UFAA437AD81PR73UFAA437AD81

中古モバイルノート 注文番号 2101010503

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

39,800円税込
通常価格

48,800円税込
SSD500GBモデル

■CPU：Core i5-6200U
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■DVD-RW
■15.6型(1366x768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

■CPU：Core i5-6200U
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■DVD-RW
■15.6型(1366x768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Home 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

ProBook 450 G2ProBook 450 G2ProBook 450 G2ProBook 450 G2

中古モバイルノート 注文番号 2101010504

Home
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

34,800円税込
通常価格

41,800円税込
SSD240GBモデル

■CPU：Core i5-4310M
■メモリ：8GB
■SSD：128GB
■DVDマルチ
■15.6型(1920x1080)
■無線LAN:搭載(USB)
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

■CPU：Core i5-4310M
■メモリ：8GB
■SSD：128GB
■DVDマルチ
■15.6型(1920x1080)
■無線LAN:搭載(USB)
■WEBカメラ:搭載
■Win10 Pro 64bit
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

LIFEBOOK A744/MLIFEBOOK A744/MLIFEBOOK A744/MLIFEBOOK A744/M

中古モバイルノート 注文番号 2101010505

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

24,800円税込
通常価格

31,800円税込
SSD240GBモデル

■CPU：Core i5 4210U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■DVD-ROM
■15.6型(1366x768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:非搭載
■Win10 Home 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

■CPU：Core i5 4210U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■DVD-ROM
■15.6型(1366x768)
■無線LAN:搭載
■WEBカメラ:非搭載
■Win10 Home 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、保証書(90日間)

台数限定商品の為、完売の際は
代替商品にてご案内させて頂きます。

PC-VK26TXZEMPC-VK26TXZEMPC-VK26TXZEMPC-VK26TXZEM

中古モバイルノート 注文番号 2101010506

Home
(64bit)

15.6型
ワイド液晶
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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。

MacBook Air/ MacBook Pro / iMac / Mac mini / iPadシリーズMacBook Air/ MacBook Pro / iMac / Mac mini / iPadシリーズApple 製品Apple 製品
13インチMacBook Pro 16インチMacBook Pro注文番号 2101010602 注文番号 2101010603

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
SSD
512GB
限定
特価

限定
特価

77,88077,880円税込
アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB

99,880円税込
アカデミック価格

SSD
512GB
SSD
512GB
限定
特価

限定
特価

〔共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560 x 1,600ピクセル標準解像度
■8コアCPU、8コアGPU、
16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップ
■8GBユニファイドメモリ
■Thunderbolt / USB 4ポート x 2
■感圧タッチトラック
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド

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。

13型

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 2101010601

注文番号 2101010604 注文番号 210101060527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

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

■Core i5(第7世代Core i5 2.3GHz)
■Intel Iris Plus Graphics 640
■1,920 x 1,080ピクセル解像度

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

■Core i3(第8世代Core i3 3.6GHz)
■Radeon Pro 555X(2GB)
■4,096 x 2,304ピクセル解像度

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)
■4,096 x 2,304ピクセル解像度

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

注文番号 2101010606Mac mini

■8コアCPU、7コアGPU、16コアNeural
Engineを搭載したApple M1チップ

■8コアCPU、8コアGPU、16コアNeural
Engineを搭載したApple M1チップ

 103,180円税込
アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB

SSD
512GB
SSD
512GB

130,680130,680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Retinaディスプレイ
■2,560 x 1,600ピクセル標準解像度
■8コアCPU、7コアGPU、
16コアNeural Engineを搭載した
Apple M1チップ
■8GBユニファイドメモリ
■Thunderbolt / USB 4ポート x 2
■感圧タッチトラック
■Touch IDセンサーパッド

Macの体験。そのすべてを新しく。Macの体験。そのすべてを新しく。

約1.29kg

21.5型
〔共通仕様〕
■メモリ:8GB
■SSD:256GB
■Thunderbolt 3ポート×2
■Magic Mouse 2
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

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

〔共通仕様〕
■8コアCPU、8コアGPU、
16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップ
■8GBユニファイドメモリ
■ギガビットEthernet

〔共通仕様〕
■8コアCPU、8コアGPU、
16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップ
■8GBユニファイドメモリ
■ギガビットEthernet

その進化はミニじゃない。その進化はミニじゃない。 約1.3kg

iPad Pro 12.9インチ WiFiモデル iPad Mini WiFi モデルiPad Pro 11インチ WiFi モデル 注文番号 2101010609

iPad Air 10.9インチ　WiFi モデル 注文番号 2101010607 iPad10.2インチ WiFi モデル 注文番号 2101010608

注文番号 2101010610

約300.5g

約490g

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

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 2101010611

10.2型
■64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionic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A14 Bionicチップ
■IPSテクノロジー搭載10.9インチ（対角）
LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,360 x 1,640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
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
A14 Bionicチップ
64ビットアーキテクチャ搭載
A14 Bionicチップ
64ビットアーキテクチャ搭載
A14 Bionicチップ
64ビットアーキテクチャ搭載
A14 Bionicチップ
64ビットアーキテクチャ搭載
A14 Bionic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64GB　64GB　
限定
特価 63,580円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 82,280円税込

アカデミック価格

＊第2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）

＊第1世代Apple Pencil対応（別売）

10.9型

■64ビットアーキテクチャ搭載A12Z Bionicチップ
■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

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■64ビットアーキテクチャ搭載A12Z Bionicチップ
■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

13インチ MacBook Pro 
(スペースグレイ、シルバー） 
13インチ MacBook Pro 
(スペースグレイ、シルバー） 

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

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） 

21.5インチ iMac21.5インチ iMac

Mac miniMac miniMac miniMac miniMac mini

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）

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）

iPad Air 10.9インチ WiFiモデル
（シルバー、スペースグレイ、ローズゴールド、グリーン、スカイブルー）
iPad Air 10.9インチ WiFiモデル
（シルバー、スペースグレイ、ローズゴールド、グリーン、スカイブルー）

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）

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

約458g

話題の
M1チップ搭載

モデル

■Intel Core i7(第9世代 2.6GHz 6コア)
■AMD Radeon Pro 5300M（4GB）

■Intel Core i9(第9世代 2.3GHz 8コア)
■AMD Radeon Pro 5500M（4GB）

250,580円税込
アカデミック価格

SSD
512GB
SSD
512GB

SSD
1TB
SSD
1TB

294,580294,580円税込
アカデミック価格

限定
特価

限定
特価

16型
〔共通仕様〕
■16インチRetinaディスプレイ
■3,072 x 1,920ピクセル標準解像度
■16GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Thunderbolt 3ポート x 4
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド

限界は広げるためにあるものです。限界は広げるためにあるものです。
約2.0kg

16インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー） 
16インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー） 

話題の
M1チップ搭載

モデル
話題の

M1チップ搭載
モデル

話題の
M1チップ搭載

モデル

中古モバイルノート



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 2101010701

注文番号 2101010702

注文番号 2101010703

注文番号 2101010704

注文番号 2101010705

注文番号 2101010706

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 2101010717

39,80039,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2101010718

59,80059,800円(税込)
注文番号 2101010719

34,80034,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2101010720

44,80044,800円(税込)

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

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

校費、物品調達としてご購入いただける人気の一括レンタルパッケージ! 校費、物品調達としてご購入いただける人気の一括レンタルパッケージ!
SOFTBANKエリア 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 2101010721

24,80024,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2101010722

44,80044,800円(税込)
注文番号 2101010723

19,80019,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2101010724

34,80034,800円(税込)

30GB
/月プラン

15GB
/月プラン

国内専用※クレードルは別売りです。

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

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

注文番号 2101010707 69,80069,800円(税込)

94,80094,800円円(税込)(税込)

注文番号 2101010708 99,80099,800円(税込)

3ヶ月プラン

6ヶ月プラン

注文番号 2101010714 34,80034,800円(税込)
注文番号 2101010715 44,80044,800円(税込)

12ヶ月プラン注文番号 2101010716 64,80064,800円(税込)

帯域制御：3日間制限なし、月度累計30GB( 動画再生 1Mbps 制限あり）
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に128kbps に低速化されます。

注文番号 2101010709

注文番号 2101010713

99,80099,800円(税込)
注文番号 2101010710 129,800129,800円(税込)

帯域制御：3日間制限なし、月度累計50GB
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に128kbps に低速化されます。

注文番号 2101010711

注文番号 2101010712

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

FUJISOFT FS030Wキット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 

SOFTBANK エリア12GB/月プラン

SOFTBANK エリア30GB/月プラン

SOFTBANK エリア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 ※NanoSIM　MicroSIMを選択してください。

短期間パックデータSIM

docomoエリア準拠の10GBプラン

先端テクノロジーによるハイスピードを体験！！

LTEもWi-Fiも、最新の通信技術で快適につながる!カラー液晶で
見やすく、最大20時間利用可能！外出先でも安心して長時間ご使
用いただけます！

約20時間の連続通信が可能 下り最大150Mbpsの通信速度

ALTEEM L にねんパック
大学・官公庁法人様限定！

2年間使い放題！

NTT docomoのLTEエリアに準拠！

※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。

校費でのお支払OK！
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込み！

端末代･通信料・契約事務手数料すべて込み！
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テレワーク業務関連商品（WEBカメラ、マイク、モバイルモニターなど）テレワーク業務関連商品（WEBカメラ、マイク、モバイルモニターなど）
注文番号 2101010801WEBカメラ

限定
特価 9,680円税込C922n

■解像度:1080p
■フレームレート：最大60fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W95×D71×H44mm

■解像度:1080p
■フレームレート：最大60fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W95×D71×H44mm

■解像度:1080p
■フレームレート：最大60fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W95×D71×H44mm

注文番号 2101010802WEBカメラ 注文番号 2101010803WEBカメラ

約162g

厳 選 アイテム厳 選アイテム

高速HD 720p@60fpsの、
本格的なストリーミング ウェブカメラ
高速HD 720p@60fpsの、
本格的なストリーミング ウェブカメラ

限定
特価 11,800円税込C925e

■解像度:1080p
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W126×D45×H73mm

■解像度:1080p
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W126×D45×H73mm

■解像度:1080p
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■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

ミーティングスペース、
ホームオフィス、または
外出先でも使用できる、
Bluetoothスピーカーフォンを搭載した
ポータブルなConferenceCam

ミーティングスペース、
ホームオフィス、または
外出先でも使用できる、
Bluetoothスピーカーフォンを搭載した
ポータブルなConferenceCam

超広角レンズ搭載の一体型カンファレンスカム（小会議室用）超広角レンズ搭載の一体型カンファレンスカム（小会議室用）

限定
特価 16,800円税込C930eR

■解像度:1080p
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W94×D71×H43.3mm

■解像度:1080p
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W94×D71×H43.3mm

■解像度:1080p
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W94×D71×H43.3mm 約162g

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

注文番号 2101010804カンファレンスカム

限定
特価 29,800円税込BCC950r

■解像度:1080p(最大1920×1080ピクセル)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W150×D104×H345mm

■解像度:1080p(最大1920×1080ピクセル)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W150×D104×H345mm

■解像度:1080p(最大1920×1080ピクセル)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W150×D104×H345mm

注文番号 2101010805カンファレンスカム 注文番号 2101010806カンファレンスカム

約568g

プライベートオフィス、
ホームオフィス、および
多くのセミプライベートスペースに適した
デスクトップビデオ会議ソリューション

プライベートオフィス、
ホームオフィス、および
多くのセミプライベートスペースに適した
デスクトップビデオ会議ソリューション

限定
特価 68,800円税込CC2000er2SV

■解像度:1080p(最大1920×1080ピクセル)
■Bluetooth
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W75×D75×H304.2mm

■解像度:1080p(最大1920×1080ピクセル)
■Bluetooth
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W75×D75×H304.2mm

■解像度:1080p(最大1920×1080ピクセル)
■Bluetooth
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W75×D75×H304.2mm 約766g

限定
特価 96,800円税込Meet-up

■解像度:4K Ultra HD(最大3840×2160ピクセル)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W400×D85×H104mm

■解像度:4K Ultra HD(最大3840×2160ピクセル)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W400×D85×H104mm

■解像度:4K Ultra HD(最大3840×2160ピクセル)
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W400×D85×H104mm 約1040g

オフィスのオープンスペースでの快適な遠隔会議を実現オフィスのオープンスペースでの快適な遠隔会議を実現

注文番号 2101010807スピーカーフォン

限定
特価 29,800円税込YVC-200（B）/

YVC-200（W） 

■Bluetooth Ver. 4.2/Class 2
■連続通話時間：10時間
■電源：microUSB/充電池
■ヘッドセット端子
■W140×D140×H43mm

■Bluetooth Ver. 4.2/Class 2
■連続通話時間：10時間
■電源：microUSB/充電池
■ヘッドセット端子
■W140×D140×H43mm

■Bluetooth Ver. 4.2/Class 2
■連続通話時間：10時間
■電源：microUSB/充電池
■ヘッドセット端子
■W140×D140×H43mm

■Bluetooth Ver. 2.1+EDR/Class 2
■入力端子：ミニプラグ入力×1
■電源：USB
■ステレオミニジャック
■W235×D226×H46mm

■Bluetooth Ver. 2.1+EDR/Class 2
■入力端子：ミニプラグ入力×1
■電源：USB
■ステレオミニジャック
■W235×D226×H46mm

■Bluetooth Ver. 2.1+EDR/Class 2
■入力端子：ミニプラグ入力×1
■電源：USB
■ステレオミニジャック
■W235×D226×H46mm

注文番号 2101010808スピーカーフォン 注文番号 2101010809マイクスピーカーシステム

約280g

1～4名程度の打合せに最適
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。

1～4名程度の打合せに最適
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。

限定
特価 57,800円税込YVC-330

約800g

8～40人規模の中大会議に最適
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。
8～40人規模の中大会議に最適
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。

■Bluetooth Ver. 2.1+EDR/Class 2
■入力端子：RCA入力×1
■電源：AC
■オーディオ出力端子(RCAピン)
　外部スピーカー端子(RCAピン)  
■W332×D162×H95mm

■Bluetooth Ver. 2.1+EDR/Class 2
■入力端子：RCA入力×1
■電源：AC
■オーディオ出力端子(RCAピン)
　外部スピーカー端子(RCAピン)  
■W332×D162×H95mm

■Bluetooth Ver. 2.1+EDR/Class 2
■入力端子：RCA入力×1
■電源：AC
■オーディオ出力端子(RCAピン)
　外部スピーカー端子(RCAピン)  
■W332×D162×H95mm

限定
特価 114,800円税込YVC-1000 

約1800g

ホワイト

ブラック

注文番号 2101010810スピーカーフォン 

限定
特価 17,800円税込SPEAK 410 MS

7410-109 

■USB-A
■コンピュータ/ソフトホン
■ヘッドセット端子（3.5m）装備
■スピーカー：200Hz - 15kHz

■USB-A
■コンピュータ/ソフトホン
■ヘッドセット端子（3.5m）装備
■スピーカー：200Hz - 15kHz

■USB-A
■コンピュータ/ソフトホン
■ヘッドセット端子（3.5m）装備
■スピーカー：200Hz - 15kHz

注文番号 2101010811スピーカーフォン 注文番号 2101010812スピーカーフォン

約185g

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

限定
特価 19,800円税込SPEAK 510 MS

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

■Bluetooth
■電源：USB/充電池
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長15時間
■充電時間：約2時間

■Bluetooth
■電源：USB/充電池
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長15時間
■充電時間：約2時間

■Bluetooth
■電源：USB/充電池
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長15時間
■充電時間：約2時間

約195g

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

限定
特価 37,800円税込SPEAK 710 MS

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

■Bluetooth
■USB 2.0&Bluetooth-USB コード ̃100cm
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長15時間
■充電時間：約3時間

■Bluetooth
■USB 2.0&Bluetooth-USB コード ̃100cm
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長15時間
■充電時間：約3時間

■Bluetooth
■USB 2.0&Bluetooth-USB コード ̃100cm
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長15時間
■充電時間：約3時間

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

注文番号 2101010813モバイル液晶

限定
特価 27,800円税込LCD-10000VH6

■サイズ：10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/コンポジット×1
■スピーカー搭載：1W モノラル
■W252×D32×H175mm

■サイズ：10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/コンポジット×1
■スピーカー搭載：1W モノラル
■W252×D32×H175mm

■サイズ：10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/コンポジット×1
■スピーカー搭載：1W モノラル
■W252×D32×H175mm

注文番号 2101010814モバイル液晶 注文番号 2101010815モバイル液晶

約665g

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

10.1型 10.1型

限定
特価 32,800円税込LCD-11600FHD3

■サイズ：11.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載：1W×2
■W306×D33.5×H200.5mm

■サイズ：11.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載：1W×2
■W306×D33.5×H200.5mm

■サイズ：11.6インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載：1W×2
■W306×D33.5×H200.5mm 約730g

フルHDに対応した11.6インチHDMIマルチモニター
plus one Full HDの2WAY電力供給モデル
フルHDに対応した11.6インチHDMIマルチモニター
plus one Full HDの2WAY電力供給モデル

11.6型

限定
特価 35,800円税込LCD-10000UT

■サイズ：10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：microUSBx1
■スピーカー搭載：なし
■W252×D33×H175mm

■サイズ：10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：microUSBx1
■スピーカー搭載：なし
■W252×D33×H175mm

■サイズ：10.1インチ
■最大解像度：1280×800
■接続端子：microUSBx1
■スピーカー搭載：なし
■W252×D33×H175mm 約800g

10.1インチplus one シリーズに
USB3.0ケーブル1本だけで使える
マルチタッチ対応モニター！

10.1インチplus one シリーズに
USB3.0ケーブル1本だけで使える
マルチタッチ対応モニター！

注文番号 2101010816デスクトップKVMスイッチ

限定
特価 44,800円税込CS724KM

■接続台数：4台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：ホットキー/プッシュボタン/マウス
■W200×D80.6×H25mm

■接続台数：4台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：ホットキー/プッシュボタン/マウス
■W200×D80.6×H25mm

■接続台数：4台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：ホットキー/プッシュボタン/マウス
■W200×D80.6×H25mm

注文番号 2101010817デスクトップKVMスイッチ 注文番号 2101010818デスクトップKVMスイッチ

約500g

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 

限定
特価 64,800円税込CS1824

■接続台数：4台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：USB Type-A メス×2/HDMI メス×1（Black）
　ステレオミニジャック×2
■W270×D88×H55.5mm

■接続台数：4台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：USB Type-A メス×2/HDMI メス×1（Black）
　ステレオミニジャック×2
■W270×D88×H55.5mm

■接続台数：4台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：USB Type-A メス×2/HDMI メス×1（Black）
　ステレオミニジャック×2
■W270×D88×H55.5mm 約940g

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）

限定
特価 89,800円税込CS1798

■接続台数：8台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：OSD、ホットキー、プッシュボタン
■W433×D258×H44mm

■接続台数：8台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：OSD、ホットキー、プッシュボタン
■W433×D258×H44mm

■接続台数：8台
■電源：DC電源ジャック×1
■ポート選択：OSD、ホットキー、プッシュボタン
■W433×D258×H44mm

約3490g

8ポート USB HDMI/オーディオ KVMスイッチ8ポート USB HDMI/オーディオ KVMスイッチ
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■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W410×D504×H242mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W410×D504×H242mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W410×D504×H242mm

約22kg

注文番号 2101010901液晶モニター 注文番号 2101010902液晶モニター 注文番号 2101010903液晶モニター

注文番号 2101010904液晶モニター 注文番号 2101010905液晶モニター 注文番号 2101010906液晶モニター

限定
特価 37,800円税込

注文番号 2101010913

プリンター

注文番号 2101010914

プリンター

注文番号 2101010915

プリンター

A4
カラーレーザー■最高解像度：9600dpi

■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W430×D418×H287mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W430×D418×H287mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB2.0/有線・無線LAN/Wi-Fi
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W430×D418×H287mm 約14kg

限定
特価 46,800円税込

注文番号 2101010910

プリンター

注文番号 2101010911

プリンター

注文番号 2101010912

プリンター

注文番号 2101010916スキャナ 注文番号 2101010917スキャナ 注文番号 2101010918スキャナ

A4
カラーレーザー■最高解像度：9600dpi

■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W451×D460×H413mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W451×D460×H413mm

■最高解像度：9600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W451×D460×H413mm 約22.5kg

限定
特価 59,800円税込

約1.7kg

A4
原稿サイズ

A4
カラーレーザー

限定
特価 9,980円税込

限定
特価 14,800円税込LCD-AH241EDB

■サイズ：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

■サイズ：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

■サイズ：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 約3.9kg

周辺機器周辺機器 厳 選アイテム厳 選アイテム

HDMIケーブル標準添付！
目に優しい機能搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイ
HDMIケーブル標準添付！
目に優しい機能搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイ

23.8型

限定
特価 16,800円税込243V7QDAB/11 243V7QDAB/11 243V7QDAB/11 243V7QDAB/11 

■サイズ：23.8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
■W540×D209×H415mm

■サイズ：23.8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
■W540×D209×H415mm

■サイズ：23.8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
■W540×D209×H415mm 約3.5kg

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

23.8型

限定
特価 18,800円税込E2483HSU-B5 

■サイズ：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×D187×H414mm

■サイズ：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×D187×H414mm

■サイズ：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×D187×H414mm 約3.4kg

24型ワイド液晶ディスプレイ
Full HD 1920×1080対応
24型ワイド液晶ディスプレイ
Full HD 1920×1080対応

24.0型

限定
特価 19,800円税込LCD-AH271EDB

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

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

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

HDMIケーブル標準添付！
目に優しいヘルスケア機能搭載の大画面27型モデル
HDMIケーブル標準添付！
目に優しいヘルスケア機能搭載の大画面27型モデル

27.0型

限定
特価 23,800円税込273V7QDAB/11 273V7QDAB/11 273V7QDAB/11 273V7QDAB/11 

■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
■W612×D227×H453mm

■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
■W612×D227×H453mm

■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
■W612×D227×H453mm 約4.5kg

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

27.0型 27.0型

限定
特価 29,800円税込XB2783HSU-B3CXB2783HSU-B3CXB2783HSU-B3CXB2783HSU-B3C

■サイズ：27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
■W622.5×D230×H546.5mm

■サイズ：27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
■W622.5×D230×H546.5mm

■サイズ：27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
■W622.5×D230×H546.5mm 約6.3kg

27型ワイド液晶ディスプレイ
Full HD 1920×1080対応
27型ワイド液晶ディスプレイ
Full HD 1920×1080対応

注文番号 2101010907液晶モニター 注文番号 2101010908液晶モニター 注文番号 2101010909液晶モニター

限定
特価 86,800円税込PD3200U 

■サイズ：32インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x2/DisplayPortx1/
　miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W740.3×D213.4×H640.2mm

■サイズ：32インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x2/DisplayPortx1/
　miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W740.3×D213.4×H640.2mm

■サイズ：32インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x2/DisplayPortx1/
　miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W740.3×D213.4×H640.2mm 約12.5kg

32インチ 4K UHD 
デザイナー向けモニター PD3200U
32インチ 4K UHD 
デザイナー向けモニター PD3200U

32.0型

限定
特価 99,800円税込U3415W U3415W U3415W U3415W 

■サイズ：34インチ
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1
　miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W824.7×D216×H523.7mm

■サイズ：34インチ
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1
　miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W824.7×D216×H523.7mm

■サイズ：34インチ
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1
　miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W824.7×D216×H523.7mm 約11.25kg

パノラマビュー、映画館並みのUWQHD解像度、
極上のサウンドを提供する世界初の
34インチ21:9曲面モニタの1つです

パノラマビュー、映画館並みのUWQHD解像度、
極上のサウンドを提供する世界初の
34インチ21:9曲面モニタの1つです

34.0型 37.5型

限定
特価 189,800円税込Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ 

■サイズ：37.5インチ
■最大解像度：3840×1600
■接続端子：DisplayPort×1/HDMI×1
■スピーカー搭載
■W895.5×D248×H558.7mm

■サイズ：37.5インチ
■最大解像度：3840×1600
■接続端子：DisplayPort×1/HDMI×1
■スピーカー搭載
■W895.5×D248×H558.7mm

■サイズ：37.5インチ
■最大解像度：3840×1600
■接続端子：DisplayPort×1/HDMI×1
■スピーカー搭載
■W895.5×D248×H558.7mm 約13.8kg

2300Rの曲面デザインを採用した
37.5インチプロフェッショナル液晶モニター
2300Rの曲面デザインを採用した
37.5インチプロフェッショナル液晶モニター

C332DNW LBP622C MF642Cdw

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

連続印刷21枚/分の快適プリントに、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

連続印刷21枚/分の快適プリントに、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

5型カラータッチパネル搭載の
A4カラーレーザー複合機のエントリーモデル
5型カラータッチパネル搭載の
A4カラーレーザー複合機のエントリーモデル

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■光学解像度：4800dpi
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W250×D367×H42mm

■光学解像度：4800dpi
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W250×D367×H42mm

■光学解像度：4800dpi
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W250×D367×H42mm

約40kg

限定
特価 49,800円税込

A3
カラーレーザー■最高解像度：600×1200dpi

■接続：USB2.0/有線LAN
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W449×D552×H360mm

■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W449×D552×H360mm 約40kg

限定
特価 59,800円税込

A3
カラーレーザー■最高解像度：9,600×1,200dpi

■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W554.5×D538×H592.4mm

■最高解像度：9,600×1,200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W554.5×D538×H592.4mm

■最高解像度：9,600×1,200dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W554.5×D538×H592.4mm 約55.5kg

限定
特価 88,000円税込

A3
カラーレーザー

C824DN

CanoScan LiDE 400

RICOH SP C740 LP-S7180

コストパフォーマンスにすぐれた
スタンダードモデルのA3対応カラーLEDプリンター
コストパフォーマンスにすぐれた
スタンダードモデルのA3対応カラーLEDプリンター

コンセント不要で、運びやすい軽量ボディ
文書のスキャンがはかどる高精細CISモデル
コンセント不要で、運びやすい軽量ボディ
文書のスキャンがはかどる高精細CISモデル

約4.1kg

A4
原稿サイズ

限定
特価 29,800円税込

■光学解像度：6400dpi
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W280×D485×H118mm

■光学解像度：6400dpi
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W280×D485×H118mm

■光学解像度：6400dpi
■接続：USB2.0
■最大読取範囲：216×297mm
■W280×D485×H118mm

GT-X830

フィルムスキャン対応の高画質フラットベッドスキャナーフィルムスキャン対応の高画質フラットベッドスキャナー

コンパクトボディでオフィスにフィットコンパクトボディでオフィスにフィット ビジネスで求められる高生産性で業務効率アップビジネスで求められる高生産性で業務効率アップ

約3.7kg

A4
原稿サイズ

限定
特価 59,800円税込

■光学解像度：600dpi
■接続：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■最大読取範囲：215.9mm
■W296×D169×H176mm

■光学解像度：600dpi
■接続：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■最大読取範囲：215.9mm
■W296×D169×H176mm

■光学解像度：600dpi
■接続：USB3.1 Gen1(USB3.0)
■最大読取範囲：215.9mm
■W296×D169×H176mm

FF-680W

一度に36枚までセットできるA4フォトスキャナー一度に36枚までセットできるA4フォトスキャナー
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限定
特価 283,800円税込

注文番号 2101011001 注文番号 2101011002

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 657,800円税込

注文番号 2101011009 注文番号 2101011010

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 506,000円税込

注文番号 2101011005 注文番号 2101011006

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 80Plus 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 80Plus 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

CERVO Grasta Ryzenモデル

多数の計算実績！CERVO Grastaシリーズ

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー
● メモリー：32GB（16GBx2）DDR4-2933
● ストレージ：500GB 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：インテル® UHD グラフィックス 630
● 電源ユニット：500W時 80Plus Gold 認証

CERVO FPGA PALTEK
Type-FPM

CERVO FPGA PALTEK
Type-FPM

XILINX アクセラレータ・カード搭載 XILINX アクセラレータ・カード搭載

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● 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 Registered-ECC
● 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 80Plus Platinum 認証

CERVO FPGA PALTEK
Type-ESFPXW

CERVO FPGA PALTEK
Type-ESFPXW

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

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：AMD Ryzen™ Threadripper™ 3960X プロセッサー
● メモリー：32GB（8GB x4）DDR4-3200
● 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]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 5500 XT 8GB-GDDR6
● 電源ユニット：750W 80Plus Gold 認証

CERVO Grasta Ryzen
Type-RT3X

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

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（16GBx4）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 80Plus Gold 認証

CERVO Grasta Ryzen
Type-RT3R 

CERVO Grasta Ryzen
Type-RT3R 

限定
特価 437,800円税込

注文番号 2101011003安心の

3年間
保証付

● 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 80Plus 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）

注文番号 2101011004

限定
特価 548,900円税込

安心の

3年間
保証付

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 80Plus Platinum 認証

CERVO Grasta Type-ES2S

限定
特価 567,600円税込

注文番号 2101011007 注文番号 2101011008

限定
特価 1,760,660円税込

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

OpenFOAM 流体解析用モデル

● OS：Ubuntu 18.04LTS 64bit
● プロセッサー：Core™ i7 7800X
● メモリー：64GB（16GB×4）DDR4-2666
● 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：Intel® I219V 10/100/1000BASE-T Gigabitイーサネット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce GTX 1660TI GDDR6 6GB-DDR5
● 電源ユニット：850W 80Plus GOLD認証

OpenFOAM Type-M
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）

● 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 Registered-ECC
● 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(IPMI2.0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 80Plus Platinum 認証

CERVO OpenFOAM
Type-E

CERVO OpenFOAM
Type-E

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!

限定
特価 1,650,0001,650,000円税込

注文番号 2101011011 注文番号 2101011012

限定
特価 2,200,000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
● プロセッサー：インテル® Xeon W-2135
● メモリー：64GB(16GBx4)DDR4-2666 Registered-ECC
● ストレージ：512GB高品質SSD+4TBエンタープライズHDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]5ギガビット+1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000 16GB-GDDR5×2
● 電源ユニット：900W 80Plus Gold 認証

CERVO Grasta
Type-IS1WRe2
CERVO Grasta
Type-IS1WRe2

ReNom向けワークステーション ReNom向けワークステーション 

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：インテル® Xeon W-2195
● メモリー：64GB(16GBx4)DDR4-2666 Registered-ECC
● ストレージ：512GB高品質SSD+4TBエンタープライズHDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]5ギガビット+1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000 16GB-GDDR5×2
● 電源ユニット：900W 80Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux
Type-IS1WRe3

CERVO Deep for Linux
Type-IS1WRe3

AI開発プラットフォームReNomモデル

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)
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限定
特価 768,900円税込

注文番号 2101011101

安心の

3年間
保証付

1,473,780円税込

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
　 80Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux Type-DPCS 

CERVO Deep for Linux Type-DPXS-Q

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

限定
特価 890,450円税込

注文番号 2101011102

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：インテル® Core™ i9 10900X プロセッサー（10 コア / 3.7GHz）
● メモリー：32GB（8GB x4）DDR4-2933
● ストレージ：480GB 高耐久SSD＋2TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce RTX™ 3090
　 24GB-GDDR6x（PCI Express Gen4（x16）
● 電源ユニット：1,800W/200V（1,500W/100V）
　 80Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux Type-DPCS-G

Deep Learning 専用計算機
(最大 Core™ X 1CPU/最大RTX™ 3090 疑似 4GPU） 

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 18.04LTS)、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。

CERVO Deep for Windows
Type-BOX-Q

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。

CoreX CPUモデル

限定
特価 1,053,800円税込

注文番号 2101011106

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：AMD EPYC™ 7282 プロセッサー（16コア/2.8GHz）
● メモリー：128GB（16GBx8）DDR4-3200
● ストレージ：480GB 高耐久SSD＋2TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット
● グラフィック（描画・計算）：NVIDIA® GeForce
　 RTX™ 3090 24GB-GDDR6x
　 （PCI Express Gen4（x16））
● 電源ユニット：1,800W/200V
　 （1,500W/100V） 80Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux Type-EP2R-G

Deep Learning 専用計算機
(最大 EPYC™ 1CPU/最大 RTX™ 3090 4GPU）

限定
特価 890,450円税込

注文番号 2101011107

安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：AMD EPYC™ 7502 プロセッサー（32コア/2.5GHz）
● メモリー：32GB（8GB x4）DDR4-2933
● ストレージ：480GB 高耐久SSD＋2TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce RTX™ 3090
　 24GB-GDDR6x（PCI Express Gen4（x16）
● 電源ユニット：1,800W/200V（1,500W/100V）
　 80Plus Gold 認証

CERVO Deep for Linux Type-EPL2R-Q

Deep Learning 専用計算機
(最大 EPYC™ 1CPU/最大 Quadro RTX™ 8000 3GPU）

CoreX CPUモデル

限定
特価 1,473,780円税込限定

特価

注文番号 2101011108

安心の

3年間
保証付

● 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
　 80Plus 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）

注文番号 2101011109

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™ i9-10900X 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
　 80Plus Gold 認証

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

CoreX CPUモデル

限定
特価 1,460,580円税込

注文番号 2101011103
安心の

3年間
保証付

● 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（8GB x4）DDR4-2666
　 Registered-ECC
● 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
　 80Plus Gold 認証

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

CERVO Deep for Linux Type-DP5GPU

限定
特価 2,596,000円税込

注文番号 2101011104
安心の

3年間
保証付

● 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：[5基]NVIDIA® GeForce
　 RTX™ 2080 Ti 11GB-GDDR6
● 電源ユニット：[冗長化] 2,000W/200V時
　 80Plus Platinum 認証

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 Type-DPXX

限定
特価 3,399,000円税込

注文番号 2101011105
安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu 18.04 LTS
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon®
　 Gold 5218R プロセッサー（20コア/2.1GHz）
● メモリー：96GB（8GBx12）DDR4-2666
● ストレージ：480GB 高耐久 SSD＋
　 2TB 高耐久 HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート]10ギガビット
● グラフィック（描画）：NVIDIA® Quadro® 
　 P620 2GB-GDDR5（PCI Express Gen3（x16））
● グラフィック（計算）：NVIDIA® Tesla V100S
　 32GB-HBM2（PCI Express Gen3（x16））
● 電源ユニット：[冗長化] 2,000W/200V時
　 80Plus Platinum 認証

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

Xeon CPUモデル

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)
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厳 選アイテム厳 選アイテム大型プリンター特集大型プリンター特集

カタログをご希望の方は
お申し付けください!!

注文番号 2101011201

大判プリンター 大判プリンター

限定
特価 288,800円税込

オフィス適応性を高めた
コンパクトボディー&静音設計

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A0
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,289×757×1,060mm
■重量：約60kg

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A0
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,289×757×1,060mm
■重量：約60kg

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A0
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,289×757×1,060mm
■重量：約60kg

TM-300(スタンド付属)

限定
特価 455,800円税込

プリントミスを低減するシステムや
給排紙の操作性向上

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A0
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,390×766×1,168mm
■重量：約105kg

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A0
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,390×766×1,168mm
■重量：約105kg

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A0
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,390×766×1,168mm
■重量：約105kg

TX-3000(スタンド付属)

搬入費・設置費別料金 搬入費・設置費別料金

搬入費・設置費別料金 搬入費・設置費別料金

注文番号 2101011202

注文番号 2101011203

限定
特価 419,800円税込

効率的な出力ワークフローを実現

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A1
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,110×766×1,168mm
■重量（スタンド除く）：約85kg

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A1
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,110×766×1,168mm
■重量（スタンド除く）：約85kg

■最高解像度：2400×1200dpi
■給紙方法：手差し、ロール紙
■最大用紙：A1
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ（スタンド装着時）：1,110×766×1,168mm
■重量（スタンド除く）：約85kg

PRO-2100＋PRO-2000専用スタンド
(SD-21)＋ロールユニット(RU-23)

限定
特価 349,800円税込

機能を絞った
シンプルモデル
導入しやすい
A3カラー複合機

■解像度：600×1200dpi
■印刷可能サイズ：最大A3
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ：563×600×1,216mm
■重量：約94kg

■解像度：600×1200dpi
■印刷可能サイズ：最大A3
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ：563×600×1,216mm
■重量：約94kg

■解像度：600×1200dpi
■印刷可能サイズ：最大A3
■インターフェース：USB/有線LAN/無線LAN
■サイズ：563×600×1,216mm
■重量：約94kg

MC843dnwv

注文番号 2101011204

A3

5年間無償保証

大判プリンター レーザー複合機
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646,250円税込
通常￥825,800がなんと

212,300円税込

期 間 限 定

期間
限 定

期 間
限 定

特別価格のご案内！!特別価格のご案内！!
大学・教育機関様限定

通常￥281,600がなんと

2. まで28

2
0
2
1. 2. まで28

2
0
2
1.

CUDAコア

RTコア

Tensorコア

メモリ

ディスプレイ出力端子

NVLinkサポート

最大消費電力

電源コネクタ

3,072

48

384

16GB GDDR6 

4×DisplayPort+USB-C

Yes(2or3slot)

230(265)W

PCle 8ピン×1、6ピン×1

CUDAコア

RTコア

Tensorコア

メモリ

ディスプレイ出力端子

NVLinkサポート

最大消費電力

電源コネクタ

4,608

72

576

48GB GDDR6 

4×DisplayPort+USB-C

Yes(2or3slot)

260(295)W

PCle 8ピン×1、6ピン×1

デュアルGPU構成を実現するNVIDIA NVLinkをサポート
オプションの専用ブリッジを使用することでデュアルGPU構成を実現する
NVLinkをサポート。双方向で最大50GB/sの帯域幅を実現しており、強力な
スケーリングでアプリケーションパフォーマンスを向上することが可能です。

VirtualLinkに対応
ディスプレイ出力端子にDisplayPort 1.4を4基装備するほか、VirtualLink
をサポートするUSB Type-Cを搭載しており、次世代の高解像度VRヘッドマ
ウントディスプレイとのセットアップを容易にすることができます。

製 品 特 徴

NVIDIA Quadroシリーズ グラフィックボード

Quadro RTX 5000 Quadro RTX 8000

NVIDIA Quadro RTX 5000 NVIDIA Quadro RTX 8000
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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

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。

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

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

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

定期訪問検査 NAS OS
アップデート

メール異常通知
設定・確認

不具合時の
部品交換

リモート設定＆
リモートサポート

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

Type-T02AS V2 (2ベイ）

ラインナップ(総容量） 価格

99,800円税込4TB（Red 2TB×2）

WD RED

実効容量

2TB

4TB

8TB

12TB

14TB

RAID1

122,760円税込8TB（Red 4TB×2）

160,160円税込16TB（Red 8TB×2）

234,960円税込24TB（Red 12TB×2）

279,730円税込28TB（Red 14TB×2）

年間保守（1年） データ復旧保証

円
税込 22,00050,000 円

税込1年間
パック

Type-T04AS V2 (4ベイ）

価格

149,800円税込8TB（Red 2TB×4）

194,810円税込16TB（Red 4TB×4）

269,610円税込32TB（Red 8TB×4）

419,210円税込48TB（Red 12TB×4）

508,640円税込56TB（Red 14TB×4）

年間保守（1年） データ復旧保証

円
税込 44,00060,000 円

税込1年間
パック

Type-T08AS V2 (8ベイ）

価格

559,900円税込32TB（Ultrastar 4TB×8）

760,870円税込64TB（Ultrastar 8TB×8）

853,270円税込80TB（Ultrastar 10TB×8）

972,070円税込96TB（Ultrastar 12TB×8）

1,184,700円税込112TB（Ultrastar 14TB×8）

年間保守（1年） データ復旧保証

円
税込 88,00080,000 円

税込1年間
パック

Type-T10AS V2 (10ベイ）

価格

年間保守（1年） データ復旧保証

円
税込 110,000120,000 円

税込1年間
パック

Type-R12AS (12ベイ）

価格

年間保守（1年） データ復旧保証

円
税込1年間

パック

Type-R16RS (16ベイ）

価格

1,361,800円税込64TB（Ultrastar 4TB×16）

1,763,740円税込128TB（Ultrastar 8TB×16）

1,948,540円税込160TB（Ultrastar 10TB×16）

2,186,140円税込192TB（Ultrastar 12TB×16）

2,611,400円税込224TB（Ultrastar 14TB×16）

682,000円税込40TB（Ultrastar 4TB×10）

933,240円税込80TB（Ultrastar 8TB×10）

1,048,740円税込100TB（Ultrastar 10TB×10）

1,197,240円税込120TB（Ultrastar 12TB×10）

1,463,000円税込140TB（Ultrastar 14TB×10）

120,000 -

997,700円税込48TB（Ultrastar 4TB×12）

1,299,100円税込96TB（Ultrastar 8TB×12）

1,437,700円税込120TB（Ultrastar 10TB×12）

1,615,900円税込144TB（Ultrastar 12TB×12）

1,934,900円税込168TB（Ultrastar 14TB×12）

年間保守（1年） データ復旧保証

円
税込1年間

パック

万が一の時も安心!
NAS保守サポートも
ご用意しています!

140,000 -

RAID構成例

HDD1本
耐障害性

RAID5
RAID構成例

HDD1本
耐障害性

RAID6
RAID構成例

HDD2本
耐障害性

RAID6
RAID構成例

HDD2本
耐障害性

RAID6
RAID構成例

耐障害性

RAID6
RAID構成例

HDD2本
耐障害性

ラインナップ(総容量） 実効容量 ラインナップ(総容量） 実効容量

6TB

12TB

24TB

36TB

42TB

24TB

48TB

60TB

72TB

84TB

HDD2本

ラインナップ(総容量） 実効容量 ラインナップ(総容量） 実効容量 ラインナップ(総容量） 実効容量

32TB

64TB

80TB

96TB

112TB

40TB

80TB

100TB

120TB

140TB

56TB

112TB

140TB

168TB

196TB

WD RED WD Ultraster

WD UltrasterWD UltrasterWD Ultraster
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A

AI議事録作成ソフト AI議事録作成ソフト 

AI GIJIROKUAI GIJIROKU
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。

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。

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
リアルタイム記録01

オンライン記録02

30か国語同時翻訳03

3つの特徴!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)

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/

アカデミープラン

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!!

手書き文字をデジタルデータ化する AI-OCR手書き文字をデジタルデータ化する AI-OCR
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。

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。

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

※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。

【ジジラ AI-OCRサービス プラン＆ご利用料金】 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)

究極の人工知能型
クラウド翻訳サービス
究極の人工知能型
クラウド翻訳サービス
専門用語に強い!考える自動翻訳

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

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

料金と各プランで翻訳可能なページ数の目安

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

（内消費税24,000円）

（内消費税36,000円）

2万ワード

6万ワード

10万ワード

24万ワード

45万ワード

翻訳上限ワード数 自動翻訳年間利用料

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

税込価格 

合　計

税込価格 1人

税込価格 

税込価格 

55,000円

（内消費税13,000円）

2人

3人

ユーザー名 アカウント料

A. アカウント料（初期費用） B. 自動翻訳 年間利用料

＋ ＝

上限を超えた場合の
追加料金（1ワード当たり） 目安ページ（A4）

公費・校費での伝票お支払い可能

初回
限定

（内消費税5,000円）

44,000円
（内消費税4,000円）

99,000円 2.0円 66ページ

200ページ

330ページ

880ページ

1,500ページ

1.5円

1.2円

1.0円

0.8円

（内消費税4,000円）

154,000円
（内消費税4,000円）

187,000円
（内消費税4,000円）

396,000円
（内消費税4,000円）

539,000円
（内消費税4,000円）

99,000円
（内消費税9,000円）

132,000円

264,000円

396,000円

（内消費税9,000円）

132,000円

143,000円
（内消費税5,000円）

Appliedがお薦めするAIソリューション

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
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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 !

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 !
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

検索

発注

見積書発行

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！

アプライドが取り扱う

60万
アイテムを掲載
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