
ディスプレイ：プリンストン製PTFBFE-24W     17,600円×2台ディスプレイ：プリンストン製PTFBFE-24W     17,600円×2台

135,000135,000円税込円円円税込税込税込
注文番号 2104010101

■OS:Windows 10 Pro 64bit
■Core i5 10400(2.9GHz/6コア）
■メモリ：８GB（8GB×1）DDR4
■容量：SSD500GB
■DVDスーパーマルチ
■キーボード・マウス：付属
■有線LAN：〇／無線LAN：×
■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ
■モニター：23型ワイド（デュアルディスプレイ）

■OS:Windows 10 Pro 64bit
■Core i5 10400(2.9GHz/6コア）
■メモリ：８GB（8GB×1）DDR4
■容量：SSD500GB
■DVDスーパーマルチ
■キーボード・マウス：付属
■有線LAN：〇／無線LAN：×
■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ
■モニター：23型ワイド（デュアルディスプレイ）

アプライド製 デスクトップPC
23型ワイドディスプレイ2台セット
アプライド製 デスクトップPC
23型ワイドディスプレイ2台セット

アプライド製 デスクトップPC
27型ワイドディスプレイ2台セット
HDMIケーブル

アプライド製 デスクトップPC
27型ワイドディスプレイ2台セット
HDMIケーブル

Pro
(64bit)

23.0型
デュアルディスプレイ

見やすい高画質!

23.0型
デュアルディスプレイデュアルディスプレイデュアルディスプレイ

見やすい高画質!

新生活を応援します‼新しいPCで気分も爽快‼

期間
限定
期間
限定新年度PC

お買い得セット
新年度PC
お買い得セット

企業 / 法人様 学校･官公庁様 限定

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

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

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

アプライド HPC/BTO PC専用WEBサイトはこちらより

h�ps://bto.applied.ne.jp/ アプライドHPC

PC本体：BT-I510400AS1H500SSD     99,800円PC本体：BT-I510400AS1H500SSD     99,800円
ディスプレイ：：プリンストン製PTFBFE-24W 17,600円×2台ディスプレイ：：プリンストン製PTFBFE-24W 17,600円×2台

セットで
お買い得!

注文番号 2104010102

■OS:Windows 10 Pro 64bit
■Core i7 10700(2.9GHz/8コア）
■メモリ：16GB（8GB×２）DDR4
■容量：SSD500GB
■DVDスーパーマルチ

■OS:Windows 10 Pro 64bit
■Core i7 10700(2.9GHz/8コア）
■メモリ：16GB（8GB×２）DDR4
■容量：SSD500GB
■DVDスーパーマルチ

Pro
(64bit)

27.0型
デュアルディスプレイ

見やすい高画質!

27.0型
デュアルディスプレイデュアルディスプレイデュアルディスプレイ

見やすい高画質! PC本体：BT-i710700AS1H500SSD/16GB  135,000円PC本体：BT-i710700AS1H500SSD/16GB  135,000円
ディスプレイ：DELL製P2719H     26,000円×2台ディスプレイ：DELL製P2719H     26,000円×2台
HDMIケーブル：1000円HDMIケーブル：1000円 188,000188,000円税込円円円税込税込税込セットで

お買い得!

画面2枚でPCでの作業効率が
大幅にアップ！！

画面2枚でPCでの作業効率が
大幅にアップ！！

■キーボード・マウス：付属
■有線LAN：〇／無線LAN：×
■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ
■モニター：27型ワイド（デュアルディスプレイ）

■キーボード・マウス：付属
■有線LAN：〇／無線LAN：×
■本体サイズ：（H)333×（W)96×（D)386ｍｍ
■モニター：27型ワイド（デュアルディスプレイ）

2021 年 4月 Vol .12021 年 4月 Vol .1

アプライドの学校・法人様向け PC・IT機器／事務家電情報カタログ

研究室のお役立ち「アット・ラボ」

L  BO



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！！

A6BSERV4B921A6BSERV4B921A6BSERV4B921A6BSERV4B921
■CPU：Celeron 4205U 1.8GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型
■無線LAN：搭載 
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Celeron 4205U 1.8GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型
■無線LAN：搭載 
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Celeron 4205U 1.8GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型
■無線LAN：搭載 
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

※メーカーの在庫状況によりお取り寄せになる場合がございます。完売の際は代替製品にてご提案させて頂きます。

約2.4kg

89,800円税込
SSD500GBモデル

69,800円税込
通常モデル

ローコストノートパソコン！

事務処理用に

如何でしょうか。

ローコストノートパソコン！

事務処理用に

如何でしょうか。

M.2NVMeSSD採用の

高速モバイルパソコン！

M.2NVMeSSD採用の

高速モバイルパソコン！Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

NBLA074-002N1NBLA074-002N1NBLA074-002N1NBLA074-002N1
■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3型　■無線LAN：搭載
■1年保守 
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:307.6×204.5×16.8mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3型　■無線LAN：搭載
■1年保守 
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:307.6×204.5×16.8mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3型　■無線LAN：搭載
■1年保守 
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:307.6×204.5×16.8mm

約1.18kg

129,800円税込
SSD500GBモデル

99,800円税込
通常モデル

コンパクトなデザイン
コラボレーションでも
大活躍

コンパクトなデザイン
コラボレーションでも
大活躍

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

20R3S03M0020R3S03M0020R3S03M0020R3S03M00
■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：4GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■13.3型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:435×285×77mm

■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：4GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■13.3型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:435×285×77mm

■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：4GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■13.3型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:435×285×77mm

約2.09kg

119,800円税込
SSD500GBモデル

89,800円税込
通常モデル

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

20R3S03U0020R3S03U0020R3S03U0020R3S03U00
■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■13.3型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:311.5×219×17.6mm

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■13.3型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:311.5×219×17.6mm

■CPU：Core i5-10210U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■13.3型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:311.5×219×17.6mm

約1.38kg

149,800円税込
SSD500GBモデル

129,800円税込
通常モデル

第10世代CPU搭載の

高速モバイルパソコン

第10世代CPU搭載の

高速モバイルパソコン Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

PC-VRL21FBGS3J7PC-VRL21FBGS3J7PC-VRL21FBGS3J7PC-VRL21FBGS3J7
■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型　■無線LAN：搭載
■1年保守
■108キー（テンキーあり）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型　■無線LAN：搭載
■1年保守
■108キー（テンキーあり）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型　■無線LAN：搭載
■1年保守
■108キー（テンキーあり）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

約2.2kg

139,800円税込
SSD500GBモデル

109,800円税込
通常モデル

高速NVMe採用の

ビジネスパソコン

高速NVMe採用の

ビジネスパソコン Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

PC-VRL21FB7S3R7PC-VRL21FB7S3R7PC-VRL21FB7S3R7PC-VRL21FB7S3R7
■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■HDD:500GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型　■無線LAN：搭載
■1年保守
■108キー（テンキーあり）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■HDD:500GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型　■無線LAN：搭載
■1年保守
■108キー（テンキーあり）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■HDD:500GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■15.6型　■無線LAN：搭載
■1年保守
■108キー（テンキーあり）
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:376×254×24.9mm

約2.2kg

139,800円税込
SSD500GBモデル

119,800円税込
通常モデル

office搭載

ビジネスパソコン

office搭載

ビジネスパソコン Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

Home & Business 2019

Home & Business 2019Home & Business 2019

CF-SV8KN4VSCF-SV8KN4VSCF-SV8KN4VSCF-SV8KN4VS
■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■12.1型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■12.1型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■12.1型
■無線LAN：搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

約1.024kg

259,800円税込
SSD500GBモデル

229,800円税込
通常モデル

モバイルの定番！

人気のPanasonic

SVシリーズ

モバイルの定番！

人気のPanasonic

SVシリーズ

Pro
(64bit)

12.1型
ワイド液晶

SF514-54T-F58Y/BSF514-54T-F58Y/BSF514-54T-F58Y/BSF514-54T-F58Y/B
■CPU：Core i5-1035G1 1.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD:512GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0型
■無線LAN：搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:318.7×210.5×14.95mm
■チャコールブルー

■CPU：Core i5-1035G1 1.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD:512GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0型
■無線LAN：搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:318.7×210.5×14.95mm
■チャコールブルー

■CPU：Core i5-1035G1 1.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD:512GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0型
■無線LAN：搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:318.7×210.5×14.95mm
■チャコールブルー

約0.93kg

169,800円税込
officeセットモデル

139,800円税込
通常モデル

Home
(64bit)

Home
(64bit)

14.0型
ワイド液晶

超軽量ボディの

パワフルノート

超軽量ボディの

パワフルノート

AN515-55-A76Y5TAN515-55-A76Y5TAN515-55-A76Y5TAN515-55-A76Y5T
■CPU：Core i7-10750H 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD:512GB
■光学ドライブ：非搭載
■15.6型
■無線LAN：搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:363.4×255×23.9mm
■オブシディアンブラック

■CPU：Core i7-10750H 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD:512GB
■光学ドライブ：非搭載
■15.6型
■無線LAN：搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:363.4×255×23.9mm
■オブシディアンブラック

■CPU：Core i7-10750H 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD:512GB
■光学ドライブ：非搭載
■15.6型
■無線LAN：搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ:363.4×255×23.9mm
■オブシディアンブラック

約2.23kg

189,800円税込
officeセットモデル

159,800円税込
通常モデル

15.6型
ワイド液晶

ハイスペック

パワフルノート

ハイスペック

パワフルノート

品
メ
ー
カ
ー 

ノ
ー
ト
P
C 

9
機
種
（
通
常
価
格
+
S
S
D
カ
ス
タ
ム
価
格
）

2

新 新品メーカーノートPC 9機種（通常価格+SSDカスタム価格）新品メーカーノートPC 9機種（通常価格+SSDカスタム価格） 厳 選アイテム厳 選アイテム

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 2104010204ノートパソコン 注文番号 2104010205ノートパソコン 注文番号 2104010206ノートパソコン

注文番号 2104010201 注文番号 2104010202 注文番号 2104010203

注文番号 2104010207ノートパソコン 注文番号 2104010208ノートパソコン 注文番号 2104010209ノートパソコン



Pro
(64bit)

D588/CX
FMVD4505HP
D588/CX
FMVD4505HP
D588/CX
FMVD4505HP
D588/CX
FMVD4505HP
■CPU：Core i3-8100 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DVI-D×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×338×332

■CPU：Core i3-8100 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DVI-D×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×338×332

■CPU：Core i3-8100 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DVI-D×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×338×332

79,800円税込
SSD500GB＋メモリ8GBモデル

99,800円税込
SSD1TB＋メモリ8GBモデル

49,800円税込
通常モデル

Windows 10 Pro 64bit
Core i3-8100
Windows 10 Pro 64bit
Core i3-8100

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Mate
PC-MKL36AZGV827
Mate
PC-MKL36AZGV827
Mate
PC-MKL36AZGV827
Mate
PC-MKL36AZGV827
■CPU：Core i3-10100 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：HDMI×1/DP×2
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×298×340

■CPU：Core i3-10100 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：HDMI×1/DP×2
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×298×340

■CPU：Core i3-10100 3.6GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：HDMI×1/DP×2
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×298×340

109,800円税込
SSD500GB＋メモリ8GBモデル

129,800円税込
SSD1TB＋メモリ8GBモデル

79,800円税込
通常モデル

Windows 10 Pro 64bit
Core i3-10100
Windows 10 Pro 64bit
Core i3-10100

Home
(64bit)

Home
(64bit)

IdeaCentre 350i
90NB002CJP 
IdeaCentre 350i
90NB002CJP 
IdeaCentre 350i
90NB002CJP 
IdeaCentre 350i
90NB002CJP 
■CPU：Celeron G5900 3.40GHz
■メモリ：4GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/VGA×1
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×313×275

■CPU：Celeron G5900 3.40GHz
■メモリ：4GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/VGA×1
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×313×275

■CPU：Celeron G5900 3.40GHz
■メモリ：4GB　■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/VGA×1
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×313×275

89,800円税込
SSD500GB＋メモリ8GBモデル

109,800円税込
SSD1TB＋メモリ8GBモデル

59,800円税込
通常モデル

Windows 10 Home 64bit
Celeron G5900
Windows 10 Home 64bit
Celeron G5900

600 G4
SF 5XB48PA
600 G4
SF 5XB48PA
600 G4
SF 5XB48PA
600 G4
SF 5XB48PA
■CPU：Core i5-8500 3.0GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:95×296×270

■CPU：Core i5-8500 3.0GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:95×296×270

■CPU：Core i5-8500 3.0GHz
■メモリ：4GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:95×296×270

99,800円税込
SSD500GB＋メモリ8GBモデル

119,800円税込
SSD1TB＋メモリ8GBモデル

69,800円税込
通常モデル

Windows 10 Pro 64bit
Core i5-8500
Windows 10 Pro 64bit
Core i5-8500

Pro
(64bit)

※メーカーの在庫状況によりお取り寄せになる場合がございます。完売の際は代替製品にてご提案させて頂きます。

Pro
(64bit)

D7010/FX
FMVD5001KP
D7010/FX
FMVD5001KP
D7010/FX
FMVD5001KP
D7010/FX
FMVD5001KP
■CPU：Core i5-10500 3.1GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×296×314

■CPU：Core i5-10500 3.1GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×296×314

■CPU：Core i5-10500 3.1GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×296×314

124,800円税込
SSD500GBモデル

149,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

99,800円税込
通常モデル

Windows 10 Pro 64bit
Core i5-10500
Windows 10 Pro 64bit
Core i5-10500

Aspire
XC-895-A58Y
Aspire
XC-895-A58Y
Aspire
XC-895-A58Y
Aspire
XC-895-A58Y
■CPU：Core i5-10400 2.90GHz
■メモリ：8GB　■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×2
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×344×297

■CPU：Core i5-10400 2.90GHz
■メモリ：8GB　■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×2
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×344×297

■CPU：Core i5-10400 2.90GHz
■メモリ：8GB　■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×2
■Win10 Home 64bit
■サイズ:100×344×297

129,800円税込
SSD1TBモデル

149,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

99,800円税込
通常モデル

Windows 10 Home 64bit
Core i5-10400
Windows 10 Home 64bit
Core i5-10400

dynaDeskDT100/R
A612DRA8E522
dynaDeskDT100/R
A612DRA8E522
dynaDeskDT100/R
A612DRA8E522
dynaDeskDT100/R
A612DRA8E522
■CPU：Core i7-8700 3.20GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:193×490×367

■CPU：Core i7-8700 3.20GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:193×490×367

■CPU：Core i7-8700 3.20GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:193×490×367

164,800円税込
SSD500GBBモデル

139,800円税込
通常モデル

Windows 10 Pro 64bit
Core i7-8700
Windows 10 Pro 64bit
Core i7-8700

Home
(64bit)

D6414
SFF-I79700T
D6414
SFF-I79700T
D6414
SFF-I79700T
D6414
SFF-I79700T
■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Home 64bit
■サイズ:95×277×340

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Home 64bit
■サイズ:95×277×340

■CPU：Core i7-9700 3.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：512GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-〇
■映像端子：HDMI×1/DP×1/VGA×1
■Win10 Home 64bit
■サイズ:95×277×340

139,800円税込
SSD1TBモデル

159,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

109,800円税込
通常モデル

Windows 10 Home 64bit
Core i7-9700
Windows 10 Home 64bit
Core i7-9700

Home & Business 2019

Pro
(64bit)

D7010/FX
FMVD5000MP
D7010/FX
FMVD5000MP
D7010/FX
FMVD5000MP
D7010/FX
FMVD5000MP
■CPU：Core i7-10700 2.9GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×296×314

■CPU：Core i7-10700 2.9GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×296×314

■CPU：Core i7-10700 2.9GHz
■メモリ：8GB　■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■有線LAN-〇/無線LAN-×
■映像端子：DP×2/VGA×1
■Win10 Pro 64bit
■サイズ:89×296×314

174,800円税込
SSD500GBBモデル

149,800円税込
通常モデル

Windows 10 Pro 64bit
Core i7-10700
Windows 10 Pro 64bit
Core i7-10700

Home & Business 2019
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新新品メーカーデスク9機種（通常価格+SSDカスタム価格）新品メーカーデスク9機種（通常価格+SSDカスタム価格） 厳 選アイテム厳 選アイテム

デスクトップパソコン デスクトップパソコン デスクトップパソコン

注文番号 2104010304デスクトップパソコン 注文番号 2104010305デスクトップパソコン 注文番号 2104010306デスクトップパソコン

注文番号 2104010307デスクトップパソコン 注文番号 2104010308デスクトップパソコン 注文番号 2104010309デスクトップパソコン

注文番号 2104010301 注文番号 2104010302 注文番号 2104010303



iPad10.2インチ WiFi モデル 注文番号 2104010407

約490g

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　

楽しい性能を、みんなの手に。楽しい性能を、みんなの手に。

32GB32GB
限定
特価 36,08036,080円税込

アカデミック価格 128GB128GB
限定
特価 47,08047,080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）＊第1世代Apple Pencil対応（別売）

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）

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

注文番号 210401040627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。

限定
特価 226,380226,380円税込

アカデミック価格

限定
特価 202,180202,180円税込

アカデミック価格

限定
特価 250,580250,580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
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

注文番号 210401040521.5インチ iMac

限定
特価 150,480150,480円税込

アカデミック価格

限定
特価 126,280126,280円税込

アカデミック価格

限定
特価 169,180169,180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

256GB SSDストレージ256GB SSD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

256GB SSDストレージ256GB SSD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

256GB SSDストレージ256GB SSDストレージ

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

21.5インチ iMac21.5インチ iMac

iPad Mini WiFi モデル

約300.5g

7.9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

ミニがこんな力を持つなんてミニがこんな力を持つなんて
注文番号 2104010409

256GB256GB
限定
特価 66,88066,880円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 48,18048,180円税込

アカデミック価格

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）

iPad Pro 11インチ WiFi モデル 注文番号 2104010410

約471g

11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

そのコンピュータは、コンピュータの先を行く。そのコンピュータは、コンピュータの先を行く。

128GB128GB
限定
特価 87,78087,780円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 99,88099,880円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 124,080124,080円税込

アカデミック価格

1TB1TB
限定
特価 148,280148,280円税込

アカデミック価格

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 WiFiモデル 注文番号 2104010411

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

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）

そのコンピュータは、コンピュータの先を行く。そのコンピュータは、コンピュータの先を行く。

128GB128GB
限定
特価 104,280104,280円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 116,380116,380円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 140,580140,580円税込

アカデミック価格

1TB1TB
限定
特価 164,780164,780円税込

アカデミック価格

iPad Air 10.9インチ　WiFi モデル 注文番号 2104010408

■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

パワフル。カラフル。色々できる。パワフル。カラフル。色々できる。パワフル。カラフル。色々できる。パワフル。カラフル。色々できる。パワフル。カラフル。色々できる。

64GB　64GB　
限定
特価 63,58063,580円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 82,28082,280円税込

アカデミック価格

＊第2世代Apple Pencil対応（別売）

＊第2世代Apple Pencil対応（別売）＊第2世代Apple Pencil対応（別売） ＊第2世代Apple Pencil対応（別売）＊第2世代Apple Pencil対応（別売）

10.9型

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）

約458g

13インチMacBook Air 注文番号 2104010402

■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

 103,180 103,180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
■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

Airに新しい力をのせて。 Airに新しい力をのせて。 

約1.29kg

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） 

話題の
M1チップ搭載
モデル

16インチMacBook Pro 注文番号 2104010404

■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）

250,580250,580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

最高を作る人に最高のツールを。最高を作る人に最高のツールを。

約2.0kg

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） 

13インチMacBook Pro 注文番号 2104010403

136,180136,180円税込
アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB

158,180158,180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

Proのすべてが目を覚ます。Proのすべてが目を覚ます。 13型

約1.37kg

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） 

話題の
M1チップ搭載
モデル

77,88077,880円税込
アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB

99,88099,880円税込
アカデミック価格

SSD
512GB
SSD
512GB
限定
特価

限定
特価

注文番号 2104010401Mac mini

〔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

新しい心臓。さらなる能力。新しい心臓。さらなる能力。 約1.2kg

Mac miniMac miniMac miniMac miniMac mini

話題の
M1チップ搭載
モデル

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。

※今回掲載の商品は3月19日現在のものとなります。掲載商品でラインアップ等に変更が有った場合はお取り寄せが出来ない場合がございます。取寄せが出来ない商品
　が有った場合は代替商品等でご紹介させて頂きます
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A 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
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中
注文番号 2104010501

■CPU：Core i3-6100U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■液晶サイズ：13.3インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-6100U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■液晶サイズ：13.3インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

PR73UFAA437AD81PR73UFAA437AD81PR73UFAA437AD81PR73UFAA437AD81

13.3型
ワイド液晶

注文番号 2104010502

注文番号 2104010503 注文番号 2104010504

注文番号 2104010505 注文番号 2104010506

Pro
(64bit)

注文番号 2104010507 注文番号 2104010508

欲しい商品の検索・発注が

ネットで楽々!
大学様限定 商品検索・発注システムアプライド for University 登録

無料!
在庫状況

見積書発行

発注処理

60万アイテム以上の豊富な品揃え!
・パソコン・サーバー・モバイル端末・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・増設用メモリ・フラッシュメモリ・ネットワーク機器・サプライ・UPS・イン
ク・トナー・用紙・各ケーブル・ソフトウェア・ライセンス

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/

スマホの方は
こちら !

中古PC 8機種＋カスタム提案中古PC 8機種＋カスタム提案 厳 選アイテム厳 選アイテム

LIFEBOOK A576LIFEBOOK A576LIFEBOOK A576LIFEBOOK A576

■CPU：Core i3-7100 3.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：非搭載
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-×
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-7100 3.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：非搭載
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-×
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-6500T 2.5GHz
■メモリ：8GB
■SSD256GB＋HDD500GB
■光学ドライブ：非搭載
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-×
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-6500T 2.5GHz
■メモリ：8GB
■SSD256GB＋HDD500GB
■光学ドライブ：非搭載
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-×
■Win10 Pro 64bit

OPTIPLEX
3050 MICRO
OPTIPLEX
3050 MICRO
OPTIPLEX
3050 MICRO
OPTIPLEX
3050 MICRO

PRODESK
400 G2 DM
PRODESK
400 G2 DM
PRODESK
400 G2 DM
PRODESK
400 G2 DM

中古ノートパソコン

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

中古ノートパソコン

中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古デスクトップパソコン 中古ノートパソコン

59,800円税込
SSD500GBモデル

39,800円税込
通常モデル

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

69,800円税込
SSD500GBモデル

49,800円税込
通常モデル

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

49,800円税込
SSD500GBモデル

29,800円税込
通常モデル

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

59,800円税込
SSD500GBモデル

39,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i3-7100U 2.4GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■液晶サイズ：15.6インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i3-7100U 2.4GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■液晶サイズ：15.6インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core-i5-6300U 2.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■液晶サイズ：15.6インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core-i5-6300U 2.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■液晶サイズ：15.6インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

B65/JB65/JB65/JB65/J

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

59,800円税込
SSD500GBモデル

39,800円税込
通常モデル

■CPU：Corei5-5300U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：非搭載
■液晶サイズ：12.5インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Corei5-5300U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：非搭載
■液晶サイズ：12.5インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

X250 20CLA44TJP
S240W10P
X250 20CLA44TJP
S240W10P
X250 20CLA44TJP
S240W10P
X250 20CLA44TJP
S240W10P

12.5型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にて
ご案内をさせて頂きます

79,800円税込
SSD500GBモデル

59,800円税込
通常モデル

■CPU：Core-i5-6300U 2.4GHz
■メモリ：4GB
■HDD：320B
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■液晶サイズ：14インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-×
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core-i5-6300U 2.4GHz
■メモリ：4GB
■HDD：320B
■光学ドライブ：DVDマルチドライブ
■液晶サイズ：14インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-×
■Win10 Pro 64bit

CF-LX5ADHVS　CF-LX5ADHVS　CF-LX5ADHVS　CF-LX5ADHVS　

14.0型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

台数限定商品の為、完売の際は代替え商品にて
ご案内をさせて頂きます

79,800円税込
SSD500GBモデル

59,800円税込
通常モデル

CF-SZ5P62VSCF-SZ5P62VSCF-SZ5P62VSCF-SZ5P62VS

■CPU：Core-i5-6300U 2.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：非搭載
■液晶サイズ：12.1インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core-i5-6300U 2.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：240GB
■光学ドライブ：非搭載
■液晶サイズ：12.1インチ
■ネットワーク：有線LAN-〇/無線LAN-〇
■Win10 Pro 64bit

12.1型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

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

74,800円税込
SSD500GBモデル

54,800円税込
通常モデル



約66g

限定
特価 2,680円税込UCAM-

C310FBBK

■解像度:1280×720
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W60×D52.3×H39mm

■解像度:1280×720
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W60×D52.3×H39mm

■解像度:1280×720
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W60×D52.3×H39mm

USBで簡単に接続できる
100万画素のWebカメラ
USBで簡単に接続できる
100万画素のWebカメラ

約66g

限定
特価 3,980円税込UCAM-

C520FEBK

■解像度:1600×1200
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W60×D52.3×H39mm

■解像度:1600×1200
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W60×D52.3×H39mm

■解像度:1600×1200
■フレームレート：最大30fps
■マイク：本体内蔵マイク
■USBポート
■W60×D52.3×H39mm

USBで簡単に接続できる
200万画素のWebカメラ
（イヤホンマイク付属）

USBで簡単に接続できる
200万画素のWebカメラ
（イヤホンマイク付属）

限定
特価 11,880円税込C925E

■解像度:フルHD1080p(1920×1080)
■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:フルHD1080p(1920×1080)
■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:フルHD1080p(1920×1080)
■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

H.264エンコーダーを内蔵した
フルHD/30fps対応のWEBカメラ
H.264エンコーダーを内蔵した
フルHD/30fps対応のWEBカメラ

限定
特価 29,800円税込

■解像度:フルHD 1080p(最大1920x1080)
■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:フルHD 1080p(最大1920x1080)
■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:フルHD 1080p(最大1920x1080)
■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

セミプライベート・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

セミプライベート・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

WEBカメラ 注文番号 2104010601 WEBカメラ 注文番号 2104010602 WEBカメラ 注文番号 2104010603 カンファレンスカム 注文番号 2104010604

限定
特価 730円税込

約18g

■ケーブル：有線
■インターフェース：3.5mmステレオミニプラグ
■指向性：無指向性
■W42×D25×H28mm

■ケーブル：有線
■インターフェース：3.5mmステレオミニプラグ
■指向性：無指向性
■W42×D25×H28mm

■ケーブル：有線
■インターフェース：3.5mmステレオミニプラグ
■指向性：無指向性
■W42×D25×H28mm

BSHSM03BK
限定
特価 1,080円税込

約20g

■ケーブル：有線(約1.6m)
■インターフェース：3.5mmステレオミニプラグ
■指向性：無指向性
■W64.7×D23.5×H13.4mm

■ケーブル：有線(約1.6m)
■インターフェース：3.5mmステレオミニプラグ
■指向性：無指向性
■W64.7×D23.5×H13.4mm

■ケーブル：有線(約1.6m)
■インターフェース：3.5mmステレオミニプラグ
■指向性：無指向性
■W64.7×D23.5×H13.4mm

HS-MC06BK

BCC950r

約170g

マイクの位置を気にせず使える
クリップ式マイクロフォン
マイクの位置を気にせず使える
クリップ式マイクロフォン

マイクの装着感を意識せずに
チャットを楽しめる！
マイクの装着感を意識せずに
チャットを楽しめる！

限定
特価 2,980円税込MM-

HSU05BK

髪型の乱れが気にならない
ネックバンドタイプのUSBヘッドセット
Zoom、Teamsにも対応

髪型の乱れが気にならない
ネックバンドタイプのUSBヘッドセット
Zoom、Teamsにも対応

限定
特価 6,380円税込

■ケーブル：有線(約1.8m)
■インターフェース：USB
■W215×D78×H180mm

■ケーブル：有線(約1.8m)
■インターフェース：USB
■W215×D78×H180mm

■ケーブル：有線(約1.8m)
■インターフェース：USB
■W215×D78×H180mm

高解像度サウンドと
オンイヤーコントロール
高解像度サウンドと
オンイヤーコントロール

PCマイク 注文番号 2104010605 クリップマイク 注文番号 2104010606 ヘッドセット 注文番号 2104010607 ヘッドセット 注文番号 2104010608

H540R

約95g 約120g

約568g

■ケーブル：有線(約2.1m)
■インターフェース：USB
■指向性：無指向性

■ケーブル：有線(約2.1m)
■インターフェース：USB
■指向性：無指向性

■ケーブル：有線(約2.1m)
■インターフェース：USB
■指向性：無指向性

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 21,800円税込US-DCAM1

USBケーブル1本で電源不要！
USB接続タイプの書画カメラ
USBケーブル1本で電源不要！
USB接続タイプの書画カメラ

限定
特価 34,800円税込

上から撮影するようにスキャンできる
自立対応の書画カメラ
上から撮影するようにスキャンできる
自立対応の書画カメラ

スピーカーフォン 注文番号 2104010609 スピーカーフォン 注文番号 2104010610 USB接続書画カメラ 注文番号 2104010611 A3対応書画カメラ 注文番号 2104010612

400-CAM073

約460g 約750g

■フォーカス距離：10cm～
■カメラ：800万画素
■接続：USB2.0
■W252×D90×H79～357mm

■フォーカス距離：10cm～
■カメラ：800万画素
■接続：USB2.0
■W252×D90×H79～357mm

■フォーカス距離：10cm～
■カメラ：800万画素
■接続：USB2.0
■W252×D90×H79～357mm

■フォーカス：固定
■カメラ：CMOS1800万画素
■接続：USB2.0
■W85×D266×H335mm

■フォーカス：固定
■カメラ：CMOS1800万画素
■接続：USB2.0
■W85×D266×H335mm

■フォーカス：固定
■カメラ：CMOS1800万画素
■接続：USB2.0
■W85×D266×H335mm約195g

限定
特価 19,80019,800円税込Speak 510

MS 7510-109

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

限定
特価

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

29,80029,800円税込
約280g

YVC-200（B）/
YVC-200（W）

■Bluetooth
■電源：USB給電
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長10時間
■W140×D140×H43mm

■Bluetooth
■電源：USB給電
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長10時間
■W140×D140×H43mm

■Bluetooth
■電源：USB給電
■ヘッドホン出力
■通話時間：最長10時間
■W140×D140×H43mm

テレビに取り付ければ、タッチパネルに変身！
電子黒板を手軽に導入できる「てれたっち」
テレビに取り付ければ、タッチパネルに変身！
電子黒板を手軽に導入できる「てれたっち」

WN-
DX2033GR

限定
特価 35,200円税込

机が広々、作業領域も広々
EIZOのフレームレス最小モデル
机が広々、作業領域も広々
EIZOのフレームレス最小モデル

タッチパネル化ユニット 注文番号 2104010613 モバイルディスプレイ 注文番号 2104010614 WIFIルータ 注文番号 2104010615 カラー液晶モニター 注文番号 2104010616

約5.5kg

■サイズ：22.5インチ
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/
　DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W499×D233×H473.9mm

■サイズ：22.5インチ
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/
　DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W499×D233×H473.9mm

■サイズ：22.5インチ
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/
　DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W499×D233×H473.9mm約1.5kg

限定
特価 89,80089,800円税込DA-TOUCH

(てれたっち)

■電源：USBバスパワー（DC5V/500mA）
■対応機種：USB 2.0ポートを搭載した
　Windowsパソコン、Chromebook
■W1099～1945×D45×H85mm

■電源：USBバスパワー（DC5V/500mA）
■対応機種：USB 2.0ポートを搭載した
　Windowsパソコン、Chromebook
■W1099～1945×D45×H85mm

■電源：USBバスパワー（DC5V/500mA）
■対応機種：USB 2.0ポートを搭載した
　Windowsパソコン、Chromebook
■W1099～1945×D45×H85mm

持ち運びに便利＆テレワークに最適！
13.3型モバイルディスプレイ
持ち運びに便利＆テレワークに最適！
13.3型モバイルディスプレイ

約0.74g

限定
特価 24,80024,800円税込LCD-CF131

XDB-M

■モニタサイズ：13.3インチ
■解像度：1920×1080
■入力端子：miniHDMI×1/USB Type-C×1
■W329×D10×H204mm

■モニタサイズ：13.3インチ
■解像度：1920×1080
■入力端子：miniHDMI×1/USB Type-C×1
■W329×D10×H204mm

■モニタサイズ：13.3インチ
■解像度：1920×1080
■入力端子：miniHDMI×1/USB Type-C×1
■W329×D10×H204mm

「360コネクト」搭載で
家じゅう電波が届く！
「360コネクト」搭載で
家じゅう電波が届く！

限定
特価 10,80010,800円税込

■伝送速度最大1733Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■周波数：2.4/5GHz
■W180×D120×H186mm

■伝送速度最大1733Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■周波数：2.4/5GHz
■W180×D120×H186mm

■伝送速度最大1733Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■周波数：2.4/5GHz
■W180×D120×H186mm

約410g

22.5型

EV2360-BK

※液晶モニター別売
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オ オンライン授業用アイテム特集オンライン授業用アイテム特集 厳 選アイテム厳 選アイテム



＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

＜カラー＞
ホワイト

ミディアムウッド

＜カラー＞
ホワイト

ミディアムウッド

＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

＜カラー＞
ホワイトグレー
ナチュラル

注文番号 2104010701コーヒーメーカー

限定
特価 5,060円税込

限定
特価 946円税込

SPM9636-RSPM9636-R
約3kg

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

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

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

注文番号 2104010702カフェワゴン

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

約10.5kg

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

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

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2104010703ラウンド平机

限定
特価 42,900円税込

JX-1510RH-L
(全幅1500mmタイプ)
JX-1510RH-L
(全幅1500mmタイプ)

約35.4kg

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

ラウンド平机ラウンド平机

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

限定
特価 49,060円税込

JX-1810RH-L
(全幅1800mmタイプ)
JX-1810RH-L
(全幅1800mmタイプ)

約43.3kg

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

ラウンド平机ラウンド平机

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

注文番号 2104010704ラウンド平机

限定
特価 13,178円税込

GT-1070
(幅1000mmタイプ)
GT-1070
(幅1000mmタイプ)

約29.8kg

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

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

FIRST-G FIRST-G

FIRST-G

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

限定
特価 16,379円税込

GT-1470
(幅1400mmタイプ)
GT-1470
(幅1400mmタイプ)

約40kg

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

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

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

注文番号 2104010705ワークテーブル

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

約27.8kg■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm

脇机(奥行700mmタイプ)脇机(奥行700mmタイプ)

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

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

約27kg
■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm■W410×D700×H600mm

脇机(奥行700mmタイプ)脇机(奥行700mmタイプ)

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。

林製作所

注文番号 2104010706ワークテーブル

限定
特価 9,064円税込YSK-015YSK-015

約9.3kg

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

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

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2104010707脇机

シービージャパン

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

アンブレラスタンド
(9本用)
アンブレラスタンド
(9本用)

※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2104010708ファイルワゴン

アール・エフ・ヤマカワ

注文番号 2104010709アンブレラスタンド

約28.5kg約1.25kg

■W800×D800×H700mm■W800×D800×H700mm■W800×D800×H700mm

リフレッシュテーブルリフレッシュテーブル
RFRT-800SDM
(ウォルナット)
RFRT-800SDM
(ウォルナット) 限定

特価 16,390円税込740632740632

スマイル

限定
特価 2,728円税込■W450×D250×H400mm■W450×D250×H400mm■W450×D250×H400mm

収納メッシュワゴン
トール(大)
収納メッシュワゴン
トール(大)

注文番号 2104010710収納メッシュワゴン

約11.2kg

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

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

FRENZ

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

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

※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。※別途、家具配送料、家具組み立て料がかかります。※別途、家具配送料がかかります。

注文番号 2104010711リフレッシュテーブル 注文番号 2104010712事務用チェア
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■サイズ：21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/DVI×1
■スピーカー搭載
■W508×D157×H373.5mm

■サイズ：21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/DVI×1
■スピーカー搭載
■W508×D157×H373.5mm

■サイズ：21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/DVI×1
■スピーカー搭載
■W508×D157×H373.5mm

21.5型

限定
特価 28,200円税込EV2116W-ABK

約5.0kg

電力抑制と疲れ目抑制の機能を強化
HDMI対応、5年間保証の21.5型・
高解像度フルHDモデル

電力抑制と疲れ目抑制の機能を強化
HDMI対応、5年間保証の21.5型・
高解像度フルHDモデル

■サイズ：24.1インチ
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVI×1/D-Sub×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

■サイズ：24.1インチ
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVI×1/D-Sub×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

■サイズ：24.1インチ
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVI×1/D-Sub×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

24.1型

限定
特価 41,800円税込EV2430-BK 

約6.7kg

広視野角IPSパネル搭載の24.1型
WUXGAモデル
疲れ目対策機能も充実

広視野角IPSパネル搭載の24.1型
WUXGAモデル
疲れ目対策機能も充実

ディスプレイ・プロジェクター特集 (ディスプレイ6アイテム・プロジェクター 6アイテム)ディスプレイ・プロジェクター特集 (ディスプレイ6アイテム・プロジェクター 6アイテム) 厳 選アイテム厳 選アイテム

23.8型

限定
特価 25,410円税込LCD-CF241EDW

約3.9kg

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

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/USB Type-C×1
　DisplayPort×1
■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-Sub×1/HDMI×1/USB Type-C×1
　DisplayPort×1
■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-Sub×1/HDMI×1/USB Type-C×1
　DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W620×D235×H414mm

27.0型

限定
特価 36,300円税込LCD-CF271EDW

約5.3kg

USB Type-C搭載でノートPCへの給電もできる！
さらにUSBハブ2ポート搭載
USB Type-C搭載でノートPCへの給電もできる！
さらにUSBハブ2ポート搭載

■サイズ：27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：DVI×1/HDMI×1/DisplayPort×2
■スピーカー搭載
■W611.7×D230×H545.3mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：DVI×1/HDMI×1/DisplayPort×2
■スピーカー搭載
■W611.7×D230×H545.3mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：DVI×1/HDMI×1/DisplayPort×2
■スピーカー搭載
■W611.7×D230×H545.3mm

27.0型

限定
特価 67,800円税込EV2760-BK

約8.5kg

27型WQHD（2560×1440）解像度の
3辺フレームレスモニター
27型WQHD（2560×1440）解像度の
3辺フレームレスモニター

■ディスプレイサイズ：0.55型
■画素数：1024×768(XGA)
■輝度：3,300lm
■コントラスト比：15,000：1
■W302×D234×H77mm

■ディスプレイサイズ：0.55型
■画素数：1024×768(XGA)
■輝度：3,300lm
■コントラスト比：15,000：1
■W302×D234×H77mm

■ディスプレイサイズ：0.55型
■画素数：1024×768(XGA)
■輝度：3,300lm
■コントラスト比：15,000：1
■W302×D234×H77mm

限定
特価 47,630円税込EB-E01

約2.4kg

優れた基本性能と使いやすさを追求した、
オフィスの標準モデル
優れた基本性能と使いやすさを追求した、
オフィスの標準モデル

■ディスプレイサイズ：0.59型
■画素数：1280×800(WXGA)
■輝度：3700lm
■コントラスト比：16,000：1
■W302×D234×H77mm

■ディスプレイサイズ：0.59型
■画素数：1280×800(WXGA)
■輝度：3700lm
■コントラスト比：16,000：1
■W302×D234×H77mm

■ディスプレイサイズ：0.59型
■画素数：1280×800(WXGA)
■輝度：3700lm
■コントラスト比：16,000：1
■W302×D234×H77mm

限定
特価 67,500円税込EB-W06

約2.5kg

照明を消したり、ブラインドを閉めなくても、
投写画面が見える
照明を消したり、ブラインドを閉めなくても、
投写画面が見える

■ディスプレイサイズ：0.59型
■画素数：1280×800(WXGA)
■輝度：3,000lm
■コントラスト比：10,000：1
■W292×D213×H44mm

■ディスプレイサイズ：0.59型
■画素数：1280×800(WXGA)
■輝度：3,000lm
■コントラスト比：10,000：1
■W292×D213×H44mm

■ディスプレイサイズ：0.59型
■画素数：1280×800(WXGA)
■輝度：3,000lm
■コントラスト比：10,000：1
■W292×D213×H44mm

限定
特価 113,800円税込EB-1780W

約1.8kg

明るさと軽量モバイル性を両立し、
外出先での会議・プレゼンに最適。
明るさと軽量モバイル性を両立し、
外出先での会議・プレゼンに最適。

■ディスプレイサイズ：0.61型
■画素数：1920×1080(Full HD)
■輝度：4,000lm
■コントラスト比：15,000：1
■W309×D282×H90mm

■ディスプレイサイズ：0.61型
■画素数：1920×1080(Full HD)
■輝度：4,000lm
■コントラスト比：15,000：1
■W309×D282×H90mm

■ディスプレイサイズ：0.61型
■画素数：1920×1080(Full HD)
■輝度：4,000lm
■コントラスト比：15,000：1
■W309×D282×H90mm

限定
特価 144,800円税込EB-FH52

約3.1kg

豊富な解像度をラインアップ
Full HDモデルや表や図面などを
高精細・広範囲で投写できる

豊富な解像度をラインアップ
Full HDモデルや表や図面などを
高精細・広範囲で投写できる

■ディスプレイサイズ：0.61型
■画素数：1920×1080(Full HD)
■輝度：3000lm
■コントラスト比：40,000：1
■W410×D310×H157mm

■ディスプレイサイズ：0.61型
■画素数：1920×1080(Full HD)
■輝度：3000lm
■コントラスト比：40,000：1
■W410×D310×H157mm

■ディスプレイサイズ：0.61型
■画素数：1920×1080(Full HD)
■輝度：3000lm
■コントラスト比：40,000：1
■W410×D310×H157mm

限定
特価 184,800円税込EH-TW7000

約6.6kg

画質劣化の少ない光学シフトと
1.6倍ズームレンズの搭載で設置場所の
自由度が高いホームプロジェクター

画質劣化の少ない光学シフトと
1.6倍ズームレンズの搭載で設置場所の
自由度が高いホームプロジェクター

■ディスプレイサイズ：0.47型
■画素数：3840×2160(4K UHD)
■輝度：2400lm
■コントラスト比：3000000：1
■W261×D271×H166mm

■ディスプレイサイズ：0.47型
■画素数：3840×2160(4K UHD)
■輝度：2400lm
■コントラスト比：3000000：1
■W261×D271×H166mm

■ディスプレイサイズ：0.47型
■画素数：3840×2160(4K UHD)
■輝度：2400lm
■コントラスト比：3000000：1
■W261×D271×H166mm

限定
特価 198,000円税込X10-4K

約4.1kg

約1.77mの距離から100型の大画面を
映し出すことができる4K UHD HDR対応の
短焦点スマートLEDプロジェクター

約1.77mの距離から100型の大画面を
映し出すことができる4K UHD HDR対応の
短焦点スマートLEDプロジェクター

■サイズ：23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub×1/HDMI×1/USB Type-C×1
　DisplayPort×1
■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-Sub×1/HDMI×1/USB Type-C×1
　DisplayPort×1
■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-Sub×1/HDMI×1/USB Type-C×1
　DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W553×D215×H388mm

■サイズ：43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Sub×1/HDMI1.4×2
　HDMI2.0×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W961.4×D240×H607.4mm

■サイズ：43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Sub×1/HDMI1.4×2
　HDMI2.0×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W961.4×D240×H607.4mm

■サイズ：43インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：D-Sub×1/HDMI1.4×2
　HDMI2.0×1/DisplayPort×1
■スピーカー搭載
■W961.4×D240×H607.4mm

43.0型

限定
特価 62,800円税込DM431Kbmiiipx

約7.9kg

広大な表示領域をもつ4Kパネル
高精細で鮮明な映像を心ゆくまで堪能できます
広大な表示領域をもつ4Kパネル
高精細で鮮明な映像を心ゆくまで堪能できます
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デ
注文番号 2104010801液晶モニタ 注文番号 2104010802液晶モニタ 注文番号 2104010803液晶モニタ

注文番号 2104010804液晶モニタ 注文番号 2104010805液晶モニタ 注文番号 2104010806液晶モニタ

注文番号 2104010807プロジェクター 注文番号 2104010808プロジェクター 注文番号 2104010809プロジェクター

注文番号 2104010810プロジェクター 注文番号 2104010811プロジェクター 注文番号 2104010812プロジェクター



厳 選アイテム厳 選アイテム各種プリンター（レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・複合機・大判プリンター)各種プリンター（レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・複合機・大判プリンター)

A3
モノクロレーザー

■印刷スピード：30枚/分
■最高解像度：2400dpi相当（印刷）
■内蔵メモリ：2GB
■自動両面印刷、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W490 x D782 x H338mm（使用時）

■印刷スピード：30枚/分
■最高解像度：2400dpi相当（印刷）
■内蔵メモリ：2GB
■自動両面印刷、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W490 x D782 x H338mm（使用時）

■印刷スピード：30枚/分
■最高解像度：2400dpi相当（印刷）
■内蔵メモリ：2GB
■自動両面印刷、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W490 x D782 x H338mm（使用時）

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約31秒
■最高解像度：2400dpi×600dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■トナーカートリッジ4色
■W435×D526×H539mm

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約31秒
■最高解像度：2400dpi×600dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■トナーカートリッジ4色
■W435×D526×H539mm

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約31秒
■最高解像度：2400dpi×600dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■トナーカートリッジ4色
■W435×D526×H539mm

LP-S2290

約21kg

2GBの大容量メモリーでプリント業務をサポート2GBの大容量メモリーでプリント業務をサポート

高耐久、低ランニングコストを実現
ビジネスエントリー複合機
高耐久、低ランニングコストを実現
ビジネスエントリー複合機

A4
カラー LED

C650dnw

約28.2kg

A4
カラーレーザー

限定
特価 69,800円税込 限定

特価 94,800円税込 限定
特価 84,800円税込

限定
特価 49,800円税込 限定

特価 99,800円税込 限定
特価 164,800円税込

約27.8kg

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約30秒
■最高解像度：9600dpi×1200dpi相当（印刷）
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W554.5 x D610 x H453mm（使用時）

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約30秒
■最高解像度：9600dpi×1200dpi相当（印刷）
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W554.5 x D610 x H453mm（使用時）

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約30秒
■最高解像度：9600dpi×1200dpi相当（印刷）
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W554.5 x D610 x H453mm（使用時）

A3ページプリンタ
ビジネスで求められる高生産性で業務効率アップ
A3ページプリンタ
ビジネスで求められる高生産性で業務効率アップ

A3
カラーレーザー

LP-S7180

約45.9kg

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約27秒
■最高解像度：9600dpi相当（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■トナーカートリッジ4色
■W471×D469×H460mm

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約27秒
■最高解像度：9600dpi相当（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■トナーカートリッジ4色
■W471×D469×H460mm

■印刷スピード：カラー/モノクロ 約27秒
■最高解像度：9600dpi相当（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■トナーカートリッジ4色
■W471×D469×H460mm

スモールオフィス向け複合機
高速印刷、両面同時スキャンのハイエンドモデル
スモールオフィス向け複合機
高速印刷、両面同時スキャンのハイエンドモデル

A4
カラーレーザー

MF745CdwMFC-L8610CDW

約26.5kg

■印刷スピード：カラー約11ipm、モノクロ約21ipm
■最高解像度：4800dpi×2400dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■4色独立インク
■W425 x D494 x H249mm（使用時）

■印刷スピード：カラー約11ipm、モノクロ約21ipm
■最高解像度：4800dpi×2400dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■4色独立インク
■W425 x D494 x H249mm（使用時）

■印刷スピード：カラー約11ipm、モノクロ約21ipm
■最高解像度：4800dpi×2400dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■4色独立インク
■W425 x D494 x H249mm（使用時）

省スペースとデザイン性を両立
ビジネスプリンター
省スペースとデザイン性を両立
ビジネスプリンター

A4
インクジェット

限定
特価 19,800円税込 限定

特価 49,800円税込PX-M730F

約8.9kg

■印刷スピード：L版フチなし 約14秒、
　A4普通紙 カラー約10ipm、モノクロ約12ipm
■最高解像度：1200dpi×6000dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン
■4色独立インク
■W400×D341×H172mm

■印刷スピード：L版フチなし 約14秒、
　A4普通紙 カラー約10ipm、モノクロ約12ipm
■最高解像度：1200dpi×6000dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン
■4色独立インク
■W400×D341×H172mm

■印刷スピード：L版フチなし 約14秒、
　A4普通紙 カラー約10ipm、モノクロ約12ipm
■最高解像度：1200dpi×6000dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン
■4色独立インク
■W400×D341×H172mm

欲しい機能がちゃんとある
モバイルクラウド接続、レーベル印雑
欲しい機能がちゃんとある
モバイルクラウド接続、レーベル印雑

A4
インクジェット

限定
特価 19,800円税込DCP-J987N-W

約8.6kg

■印刷スピード：L版フチなし 約37秒
■最高解像度：4800dpi×1200dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■4色独立インク
■W403×D369×H234mm

■印刷スピード：L版フチなし 約37秒
■最高解像度：4800dpi×1200dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■4色独立インク
■W403×D369×H234mm

■印刷スピード：L版フチなし 約37秒
■最高解像度：4800dpi×1200dpi（印刷）
■ADF、自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB、
　コピー、スキャン、ファックス
■4色独立インク
■W403×D369×H234mm

優れたコストダウンを実現する
ギガタンク搭載、一度の補充で大量プリント
優れたコストダウンを実現する
ギガタンク搭載、一度の補充で大量プリント

A4
インクジェット

G7030

約9.6kg

4月下旬発売予定

A4
カラーレーザー

■印刷スピード：27枚/分
■最高解像度：9600dpi相当（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W476×D469×H379mm

■印刷スピード：27枚/分
■最高解像度：9600dpi相当（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W476×D469×H379mm

■印刷スピード：27枚/分
■最高解像度：9600dpi相当（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W476×D469×H379mm

LBP664C

約19kg

機能カスタマイズも可能なハイスペックモデル機能カスタマイズも可能なハイスペックモデル

■印刷スピード：35枚/分
■最高解像度：1200dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W395×D430×H290mm

■印刷スピード：35枚/分
■最高解像度：1200dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W395×D430×H290mm

■印刷スピード：35枚/分
■最高解像度：1200dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■自動両面印刷、有線LAN、無線LAN、USB
■トナーカートリッジ4色
■W395×D430×H290mm

多様な業種の出力環境にフィットする
フラッグシップモデル
多様な業種の出力環境にフィットする
フラッグシップモデル

A1プラス
大判インクジェット

■印刷スピード：ポスター(A1)出力スピード約33秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■ブラック顔料/カラー染料各色独立インク
■W970×D577×H245mm ＊本体のみ

■印刷スピード：ポスター(A1)出力スピード約33秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■ブラック顔料/カラー染料各色独立インク
■W970×D577×H245mm ＊本体のみ

■印刷スピード：ポスター(A1)出力スピード約33秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■ブラック顔料/カラー染料各色独立インク
■W970×D577×H245mm ＊本体のみ

SC-T3150X

約29kg

エントリーシリーズA1プラス対応
インクボトルモデルにより
A1ポスターをより手軽に

エントリーシリーズA1プラス対応
インクボトルモデルにより
A1ポスターをより手軽に

限定
特価 184,800円税込

A0プラス
大判インクジェット

■印刷スピード：ポスター(A0)出力スピード約57秒、
　CAD(A1横）出力スピード約31秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■顔料各色独立インク（4色）
■W1,268×D696×H913mm ＊本体のみ

■印刷スピード：ポスター(A0)出力スピード約57秒、
　CAD(A1横）出力スピード約31秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■顔料各色独立インク（4色）
■W1,268×D696×H913mm ＊本体のみ

■印刷スピード：ポスター(A0)出力スピード約57秒、
　CAD(A1横）出力スピード約31秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：1GB
■顔料各色独立インク（4色）
■W1,268×D696×H913mm ＊本体のみ

SC-T5150N
（スタンド無しモデル）

約46kg

エントリーシリーズA0プラス対応
小型・軽量・省スペースモデル
エントリーシリーズA0プラス対応
小型・軽量・省スペースモデル

限定
特価 228,000円税込

A1ノビ対応
大判インクジェット

■印刷スピード：ポスター(A1)出力スピード約58秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：3GB
■ハードディスク：500GB
■顔料各色独立（12色）
■W1,110×D734×H628mm ＊本体のみ

■印刷スピード：ポスター(A1)出力スピード約58秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：3GB
■ハードディスク：500GB
■顔料各色独立（12色）
■W1,110×D734×H628mm ＊本体のみ

■印刷スピード：ポスター(A1)出力スピード約58秒
■最高解像度：2400dpi×1200dpi（印刷）
■内蔵メモリ：3GB
■ハードディスク：500GB
■顔料各色独立（12色）
■W1,110×D734×H628mm ＊本体のみ

PRO-2100

約85kg

A1ノビ対応
重量感のある黒を表現する
「クロマオプティマイザー」

A1ノビ対応
重量感のある黒を表現する
「クロマオプティマイザー」

限定
特価 289,800円税込

※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。 ※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。 ※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。

※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。 ※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。 ※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。

※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。 ※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。

※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。

※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。

※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。 ※搬入、設置、設定、オプション品は別途お見積りします。

＊写真は専用スタンド(別売）・2段ロールユニット（別売）装着時
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各
注文番号 2104010901レーザープリンタ 注文番号 2104010902レーザープリンタ 注文番号 2104010903レーザープリンタ

注文番号 2104010904レーザープリンタ複合機 注文番号 2104010905レーザープリンタ複合機 注文番号 2104010906レーザープリンタ

注文番号 2104010907インクジェット複合機 注文番号 2104010908インクジェット複合機 注文番号 2104010909インクジェット複合機

注文番号 2104010910大判インクジェットプリンター 注文番号 2104010911大判インクジェットプリンター 注文番号 2104010912大判インクジェットプリンター



Pro
(64bit)

Be-CliaシリーズデスクトップPC製品

アプライドのBTOパソコンはカスタマイズも自由自在！
⇩⇩⇩⇩⇩⇩情報誌カタログ掲載以外の商品は弊社サイトから確認出来ます。⇩⇩⇩⇩⇩⇩

製品一覧https://bto.applied.ne.jp/ 
カスタマイズに関するご相談もお気軽に各営業所のスタッフへお申し付け下さい。

BTO特集 アプライドおすすめ

カスタマイズ9機種用途別・ソフト推奨

Be-Clia Type-S
ミドルスペックモデル

注文番号 2104011001 注文番号 2104011002

円
税込99,80099,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i5-10400(2.9GHz)
●メモリ：8GB (8GB×1)DDR4-2666
●ストレージ：SSD500GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、VGA、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：300W 80Plus Gold認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)96×(D)392×(H)330

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2666
●ストレージ：SSD500GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、VGA、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：300W 80Plus Gold認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)96×(D)392×(H)330

Pro
(64bit)

円
税込139,800139,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-S
ハイスペックモデル

短納期モデル!短納期モデル!短納期モデル!短納期モデル!
注文番号 2104011003

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2666
●ストレージ：SSD500GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、VGA、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：500W 80 Plus Bronze認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)190×(D)417×(H)350

円
税込139,800139,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-M
カスタイマイズ

コンパクトかつ
増設しやすい!
コンパクトかつ
増設しやすい!

Pro
(64bit)

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（マイクロ・タワー型） 

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（スリム・タワー型） 

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（スリム・タワー型） 

Pro
(64bit)

Be-Clia Type-T
カスタイマイズ

注文番号 2104011004 注文番号 2104011005

円
税込159,800159,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：16GB(8GB×2)DDR4-2933
●ストレージ：①SSD500GB ②4TB (HDD/7200rpm)
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：650W 80Plus Gold認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)220×(D)464×(H)493

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i9-10900K(3.7GHz)水冷クーラー
●メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2933
●ストレージ：①SSD500GB ②なし（増設可）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：750W 80Plus Gold認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)220×(D)464×(H)493

Pro
(64bit)

円
税込199,800199,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-Z
カスタイマイズ

水冷クーラー
採用!
水冷クーラー
採用!

注文番号 2104011006

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：AMD Ryzen 5950X (3.4GHz)水冷クーラー
●メモリ：32GB (16GB×2)DDR4-3200
●ストレージ：①SSD1TB NVMe M.2 ②なし（増設可）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA Quadro P400
●映像出力：Mini DisplayPort：3 ポート ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：650W 80Plus Gold認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)210×(D)418×(H)480

円
税込338,800338,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-TR4
カスタイマイズ

コアが多い
Ryzen搭載!
コアが多い
Ryzen搭載!

Pro
(64bit)

AMD Ryzen™ 5000 シリーズ・プロセッサー搭載
（マイクロ・タワー型筐体） 

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（ミドル・タワー型）※ OC対応 

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（ミドル・タワー型） 

Be-Clia for Linux
Type-S10

注文番号 2104011007 注文番号 2104011008

円
税込99,80099,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：Core i5 10400(2.9GHz)
●メモリ：8GB (4GB×2)DDR4-2666
●ストレージ：SSD250GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、VGA、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：300W 80Plus Gold認証
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)96×(D)392×(H)330

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2933
●ストレージ：①SSD500GB ②なし（増設可）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィック
●映像出力：DP、HDMI ●LANポート:1
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：650W 80 Plus Gold 認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)220×(D)464×(H)493

円
税込143,800143,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

Linux搭載
モデル

Linux搭載!Linux搭載! 注文番号 2104011009

●OS：なし（Windows/Linux対応）
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2933
●ストレージ：SSD500GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィックス
●映像出力：DP、VGA、HDMI ●LANポート:1
●PCIスロット：1 ●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：500W 80 Plus Bronze 認証（静音）
●保証期間：1年間センドバック
●外寸（mm）：(W)190×(D)350×(H)417

円
税込123,800123,800限定

特価

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-M
OS非搭載モデル

OSなしモデルOSなしモデル

AMD Ryzen™ 5000 シリーズ・プロセッサー搭載
（マイクロ・タワー型筐体） 

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（スリム・タワー型） 

Be-Clia for Linux
Type-T10 Linux搭載

モデル

Linux搭載!Linux搭載!

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
（ミドル・タワー型） 
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※100万円以上のPCは納期がかかる場合がございます



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。

HPC特集 アプライドおすすめ

カスタマイズ9機種用途別・ソフト推奨

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

CERVO OpenFOAM
Type-M

注文番号 2104011101 注文番号 2104011102

円
税込567,600567,600限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：32GB（16GB×2）DDR4-2933
●ストレージ：SSD500GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテル® UHD グラフィックス 630
●ネットワーク（有線）：[1ポート] ギガビット
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：500W 時 80 Plus Gold 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)190×(D)350×(H)417 

注文番号 2104011103

OpenFOAM向け
デュアルパーパスワークステーション

CERVO FPGA PALTEK
Type-FPM

円
税込657,800657,800限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：Core i7-10700(2.9GHz)
●メモリ：32GB（16GB×2）DDR4-2933
●ストレージ：SSD500GB
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテル® UHD グラフィックス 630
●ネットワーク（有線）：[1ポート] ギガビット
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：500W 時 80 Plus Gold 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)190×(D)350×(H)417 

XILINX Alveo U50
アクセラレータ・カード搭載

CERVO Deep for
Linux Type-DPCS-Q

円
税込984,390984,390限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：Core i9-10900X(3.7GHz)
●メモリ：32GB（8GB×4）DDR4-2933
●ストレージ：（標準）480GB 高耐久SSD/（増設）2TB 高耐久HDD
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA® Quadro® RTX 5000 16GB-GDDR6
●ネットワーク（有線）：[2ポート] ギガビット
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：1,500W/100V 時 80 Plus Gold 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)230×(D)560×(H)583

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

CERVO Deep for
Linux Type-EP2R-Q

注文番号 2104011104 注文番号 2104011105

円
税込1,147,7401,147,740限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：AMD EPYC™ 7282（2.8GHz）
●メモリ：128GB（16GB×8）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
●グラフィック：NVIDIA® Quadro RTX™ 5000
●ネットワーク（有線）：[2ポート] ギガビット
●電源ユニット：1,600W/200V（1,500W/100V）
　80 Plus Gold 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)230×(D)560×(H)583 

Deep Learning ワークステーション
（最大 EPYC™ 1CPU/
最大Quadro RTX™ 8000 4GPU） 

CERVO Deep for
Linux Type-DPXS-G

円
税込1,272,7001,272,700限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：Xeon® W-2245（3.9GHz）
●メモリ：32GB（8GB×4）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
●グラフィック：[2基]NVIDIA® GeForce RTX™ 3090
●ネットワーク（有線）：[2ポート] ギガビット
●電源ユニット：1,600W/200V（1,500W/100V）
　80 Plus Gold 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)230×(D)560×(H)583 

Deep Learning ワークステーション
（最大 Xeon 1CPU/
最大 RTX™ 3090 3GPU）

注文番号 2104011106

CERVO Grasta
Type-ES2S-Q-SW3

円
税込1,502,8201,502,820限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：[2基]インテル® Xeon® Gold 6240R（2.4GHz）
●メモリ：32GB（8GB×4）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
●グラフィック：NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 
●ネットワーク（有線）：[2ポート] ギガビット
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：1,200W/200V（1,000W/100V）
　80 Plus Platinum 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)193×(D)525.3×(H)424

有限要素法（FEM）ベースの
汎用物理シミュレーション・ソフトウェア
「COMSOL」向けモデル

CERVO MANUFACIA
 Type-03

注文番号 2104011107 注文番号 2104011108

円
税込1,914,4401,914,440限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：非搭載
●CPU：[2基]インテル® Xeon® Silver 4110（2.1GHz）
●メモリ：64GB (8GBx8) DDR4-2400
●ストレージ：14TB 高耐久 HDD
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：[2基] NVIDIA® TITAN RTX™
　24GB-GDDR6
●ネットワーク（有線）：[2ポート] ギガビット
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)230×(D)560×(H)583 

MANUFACIA 動作推奨モデル
（XeonSilver4110x2/TITAN RTXx2）

CERVO Create
Type-XWT for
AVS Developer

円
税込2,032,8002,032,800限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Xeon® W-2155（3.7GHz）
●メモリ：64GB (16GB×4)Registered-ECC DDR4-2666 
●ストレージ：500GB M.2 NVMe-SSD+3TB 耐久HDD
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA® Quadro® RTX5000
●ネットワーク（有線）：ギガビット
●キーボード・マウス：付属
●電源ユニット：750W 80 Plus Gold 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)220×(D)456×(H)491

AVS/Express Developer フローティング
（初年度年間保守付）プリインストール・モデル

注文番号 2104011109

CERVO Deep for 
Linux Type-EPL2R-T 

円
税込3,454,7703,454,770限定

特価

安心の

3年間
保証付

●OS：Ubuntu 18.04 LTS
●CPU：AMD EPYC™ 7502 （2.5GHz）
●メモリ：256GB（32GB×8）DDR4-3200
●ストレージ：960GB 高耐久SSD＋2TB 高耐久HDD
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA® A100 40GB
●ネットワーク（有線）：[2ポート] ギガビット
●電源ユニット：[冗長化仕様] 2,000W/200V
　（1,000W/100V）80 Plus Titanium 認証
●保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
●外寸（mm）：(W)178×(D)673×(H)460

Deep Learningワークステーション
（最大 EPYC™ 1CPU/
最大 A100 2GPU）

途
別
推
奨
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※100万円以上のPCは納期がかかる場合がございます



AERO 15 OLED KC-8JP5130SPAERO 15 OLED KC-8JP5130SPAERO 15 OLED KC-8JP5130SPAERO 15 OLED KC-8JP5130SP

約2.0kg

Core i7-10870HとGeForce RTX 3060
を搭載したゲーミングPC
Core i7-10870HとGeForce RTX 3060
を搭載したゲーミングPC

Pro
(64bit)

15.6型
4K

円
税込219,780219,780限定

特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz)
●メモリ：16GB(8GB×2)
●ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD
●グラフィック：NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
●画面サイズ：15.6インチ（3840×2160）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：356(W)×250(D)×20(H)

詳細はこちら↓

AERO 15 OLED XC-8JP5450SPAERO 15 OLED XC-8JP5450SPAERO 15 OLED XC-8JP5450SPAERO 15 OLED XC-8JP5450SP

約2.0kg

Core i7-10870HとGeForce RTX 3070
を搭載したハイスペックゲーミングPC
Core i7-10870HとGeForce RTX 3070
を搭載したハイスペックゲーミングPC

Pro
(64bit)円

税込307,780307,780限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz)
●メモリ：32GB(16GB×2)
●ストレージ：1TB M.2 PCIe SSD
●グラフィック：NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
●画面サイズ：15.6インチ（3840×2160）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：356(W)×250(D)×20(H)

詳細はこちら↓

AERO 15 OLED YC-9JP5760SPAERO 15 OLED YC-9JP5760SPAERO 15 OLED YC-9JP5760SPAERO 15 OLED YC-9JP5760SP

約2.0kg

Core i9-10980HKとGeForce RTX 3080
を搭載したフラッグシップゲーミングPC    
Core i9-10980HKとGeForce RTX 3080
を搭載したフラッグシップゲーミングPC    

Pro
(64bit)円

税込538,780538,780限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i9-10980HK (2.4GHz~5.3GHz)
●メモリ：64GB(32GBx2)
●ストレージ：1TB M.2 PCIe SSD+1TB M.2 PCIe SSD
●グラフィック：NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
●画面サイズ：15.6インチ（3840×2160）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：356(W)×250(D)×20(H)

詳細はこちら↓

WF75-10TJ-296JPWF75-10TJ-296JPWF75-10TJ-296JPWF75-10TJ-296JP

約2.2kg

Core i7-10750HとQuadro T2000を
搭載したミドルクラスモバイルワーク
ステーション    

Core i7-10750HとQuadro T2000を
搭載したミドルクラスモバイルワーク
ステーション    

Pro
(64bit)

17.3型
Full HD

17.3型
Full HD

15.6型
Full HD

約2.2kg

円
税込215,800215,800限定

特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i7-10750H（2.6GHz~5.0GHz)
●メモリ：16GB（8GB×2）
●ストレージ：512GB（M.2 NVMe）
●グラフィック：NVIDIA Quadro T2000 GDDR6 4GB 
●画面サイズ：17.3インチ（1920×1080）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：397(W)×260(D)×23.1(H)

詳細はこちら↓

WF75-10TK-409JPWF75-10TK-409JPWF75-10TK-409JPWF75-10TK-409JP

Core i7-10750HとQuadro RTX3000を
搭載した17.3インチ
モバイルワークステーション    

Core i7-10750HとQuadro RTX3000を
搭載した17.3インチ
モバイルワークステーション    

Pro
(64bit)円

税込278,800278,800限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i7-10750H（2.6GHz~5.0GHz)
●メモリ：32GB（16GB×2）
●ストレージ：512GB（M.2 NVMe）
●グラフィック：NVIDIA Quadro RTX3000 GDDR6 6GB
●画面サイズ：17.3インチ（1920×1080）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：397(W)×260(D)×23.1(H)

詳細はこちら↓

WS66-10TM-248JPWS66-10TM-248JPWS66-10TM-248JPWS66-10TM-248JP

約2.1kg

Core i9-10980HKとQuadro RTX5000を
搭載したハイエンドモバイル
ワークステーション       

Core i9-10980HKとQuadro RTX5000を
搭載したハイエンドモバイル
ワークステーション       

Pro
(64bit)円

税込564,800564,800限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i9-10980HK (2.4GHz~5.3GHz)
●メモリ：64GB(32GB×2)
●ストレージ：1TB（M.2 NVMe）
●グラフィック：Quadro RTX5000 Max-Q GDDR6 16GB
●画面サイズ：15.6インチ（3840×2160）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：358.3(W)×248(D)×19.8(H) 

詳細はこちら↓

VELUGA 3000
G2 ELVV23K71621TB1HD3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K71621TB1HD3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K71621TB1HD3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K71621TB1HD3WR

約2.1kg

Pro
(64bit)円

税込284,350284,350限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i7-10750H（2.6GHz~5.0GHz)
●メモリ：32GB（16GB×2）
●ストレージ：1TB（M.2 NVMe）
●グラフィック：NVIDIA Quadro RTX3000 GDDR6 6GB
●画面サイズ：15.6インチ（1920×1080）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：358(W)×248(D)×18.3(H) 

Quadro RTX3000を搭載した
15.6インチフルHD
モバイルワークステーション

Quadro RTX3000を搭載した
15.6インチフルHD
モバイルワークステーション

詳細はこちら↓

VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR

約2.1kg

Pro
(64bit)円

税込460,240460,240限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit 
●CPU：Core i9-10980HK (2.4GHz~5.3GHz)
●メモリ：64GB(32GB×2)
●ストレージ：2TB（M.2 NVMe 1TB×2）
●グラフィック：NVIDIA Quadro RTX3000 GDDR6 6GB
●画面サイズ：15.6インチ（3840×2160）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：358(W)×248(D)×18.3(H)

Quadro RTX3000を搭載した
15.6インチ4K
ハイエンドモバイルワークステーション

Quadro RTX3000を搭載した
15.6インチ4K
ハイエンドモバイルワークステーション

詳細はこちら↓

VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR
VELUGA 3000
G2 ELVV23K93221TB24K3WR

約2.1kg

円
税込603,460603,460限定

特価

●OS：Ubuntu 20.04.1 LTS Desktop
●CPU：Core i9-10980HK (2.4GHz~5.3GHz)
●メモリ：64GB(32GBx2)
●ストレージ：2TB（M.2 NVMe 1TBx2）
●グラフィック：Quadro RTX5000 Max-Q GDDR6 16GB
●画面サイズ：15.6インチ（3840×2160）
●有線・無線LAN：・有
●外寸（mm）：358(W)×248(D)×18.3(H)

UbuntuOS搭載！Quadro RTX5000
Max-Q Designを搭載した
ハイエンドモバイルワークステーション

UbuntuOS搭載！Quadro RTX5000
Max-Q Designを搭載した
ハイエンドモバイルワークステーション

詳細はこちら↓

15.6型
4K

15.6型
4K

15.6型
4K

15.6型
4K

15.6型
4K
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モ
モバイルワークステーション特集 アプライドおすすめ

カスタマイズ9機種用途別・ソフト推奨

※メーカーの在庫状況によりお取り寄せになる場合がございます。完売の際は代替製品にてご提案させて頂きます。

注文番号 2104011201モバイルワークステーション 注文番号 2104011202モバイルワークステーション 注文番号 2104011203モバイルワークステーション

注文番号 2104011204モバイルワークステーション 注文番号 2104011205モバイルワークステーション 注文番号 2104011206モバイルワークステーション

注文番号 2104011207モバイルワークステーション 注文番号 2104011208モバイルワークステーション 注文番号 2104011209モバイルワークステーション



Core i9-10980HKとGeForce RTX 3080
を搭載したフラッグシップゲーミングPC    
Core i9-10980HKとGeForce RTX 3080
を搭載したフラッグシップゲーミングPC    

Core i9-10980HKとQuadro RTX5000を
搭載したハイエンドモバイル
ワークステーション       

Core i9-10980HKとQuadro RTX5000を
搭載したハイエンドモバイル
ワークステーション       

ご利用中のパソコンを手軽に高速化！HDDを最新SSDに換えませんか?  もちろん今の環境をそのまま移行します!

高速＆省電力!最新ストレージ
一度使うともう戻れない！

圧倒的速さ!
換装サービス！

34,80034,800円税込円税込

SSD480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD480GB+作業料）

①SSD換装スタートプラン ②人気のスタンダードプラン

54,80054,800円税込円税込

SSD1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD1TB+作業料）

③ワンランク上の容量アッププラン

74,80074,800円税込円税込

SSD2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD2TB+作業料）

④最新の超大容量プラン

94,80094,800円税込円税込

SSD4TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD4TB+作業料）

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
ストレージディスク「SSD」!! パソコンのHDDをSSDに入れ替えることで高速化を実現 !!

Macでも
承っております !

只今ご注文殺到中!年間1000台以上のカスタマイズ実績!

静音&耐衝撃性が高い！
回転するディスクを磁気ヘッドで読み書きする複雑な構造のHDDに比べ
て、SSDは構造が簡単なためディスクの回転音やアームの振動音などの
余計な音が出ず静音性が高くなります。また、SSDは構造が簡単なため、
落下した時の衝撃により部品が壊れるといった衝撃による部品破損が原因
でのトラブルが少なくなります。

データの処理速度が速い！
磁気ヘッドでデータを読み込む動作が必要
なHDDとは異なり、SSDはフラッシュメモ
リで瞬時にデータを読み込むため、パソコ
ンの起動などが断然早くなります。

今の記憶媒体は「SSD」が主流になります! HDD「ST3500418AS」
「CrystalDiskMark 6.0.0」のスコア

「SL500 640G」
「CrystalDiskMark 6.0.0」のスコア

➡

高耐久ストレージ・自動バックアップシステムの新提案
究極の研究室向けデータサポート

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

大事なデータ・・・

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

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

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

39,80039,800円税込39,80039,80039,800円税込価格
1
TB

－ SSD excellent －

アプライドオリジナル 
USB3.0対応
超高速 NVMe SSD

（自動バックアップ設定付き）

ヒートシンク搭載で高い冷却性！

超高耐久外付けハードディスクドライブ
（自動バックアップ設定付き）

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

39,800円税込
6
TB

99,800円税込価格
8
TB 109,800円税込価格

10
TB

－ excellent HED －

高耐久 3.5インチ外付けHDDタイプ
高信頼性を兼ね備えた、最先端テクノロジーHDD!
あらゆる項目で他のHDDを凌駕する
WesternDigital Ultrastar

最上級グレードの高耐久HDDを採用!

を採用！

USB外付けタイプ

HED
High Endurance Data

自動バックアップ機能付き
超高耐久外付けHDD
D-MASTER -exccellent HED -

自動バックアップ機能付き
超高速外付SSD D-MASTER -SSD exccellent-

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

NVMe SSD採用!

さらに安心!
データ復旧安心サービス3年間パックセット

3年間
パック

ク
ニ
カ
ル
（
S
S
D
換
装
・
大
容
量
化
）・
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‐
M
A
S
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D
・
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E
D
｠
｠
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CMS実装プラン

2,200件
制作実績

以上

2,200件
制作実績

以上

99,80099,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

149,800149,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

デザイン・機能・コスト・ご納期など ...

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

多彩なプランでご要望にお応えいたします！

オリジナル
デザイン

５ページ
まで PC版のみ

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

オリジナル
デザイン

５ページ
まで

PC版
スマホ版

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

オリジナルデザイン

テンプレートデザイン

PC向けサイト制作PC向けサイト制作 スマートフォン対応サイト制作スマートフォン対応サイト制作

99,80099,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

テンプレート選択
（76パターン）

５ページ
まで

PC版
スマホ版

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

スマートフォン対応サイト制作スマートフォン対応サイト制作

スタンダードプランスタンダードプラン

49,80049,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

テンプレート選択
（76パターン）

５ページ
まで

PC版のみ

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメイン なし

PC向けサイト制作PC向けサイト制作

187,800187,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

CMSパッケージプランCMSパッケージプラン
Contents Management Systemの略で、HTMLやCSSなどの専門知識のない方でも
WEBサイトを管理・更新できるシステムです。サイト運営において｢自分で更新したい」
｢出先で更新したい」｢複数人で更新したい」
のご要望を叶えます!!

・1年間の更新作業代行
・月2回（2時間程度の作業）まで
・テキストの変更、画像の差し替えなどの範囲に限定

更新作業が面倒！
自分では不安なので任せたい！
という方におすすめです。

オリジナル
デザイン

５ページ
まで

PC版
スマホ版

CMS実装 複数画像の
切り替え表示も

選択可

アクセス解析
ツール設置＊弊社サーバ以外

への導入は別途費用

43,78043,780円 ～円 ～
(税込)(税込)

54,78054,780円 ～円 ～
(税込)(税込)

アクセスレポートプランアクセスレポートプラン

・1年間の更新作業代行
・月2回（2時間程度の作業）まで
・テキストの変更、画像の差し替えなどの範囲に限定
・アクセス状況のレポートご提出（Google Analyticsのレポートにて・年4回想定）

スタンダードプランに加えて、一目でわかる分析レポートを
４回/年にて提出致します。

※デザイン変更・レイアウト変更・新規ページの追加制作など大幅な改修が必要な作業は別途お見積りとなります。

人気
NO.1

WEBサイト更新作業代行プラン 面倒な更新作業は
おまかせください！

多言語多言語ホームページを
制作されませんか？
ホームページを
制作されませんか？

時代は
グローバル！

時代は
グローバル！

留学生の増加や海外公演をされる先生方から翻訳と多言
語でのホームページ制作依頼が殺到しております。
お気軽にご相談ください！

翻訳することで留学生の方によりわか
りやすい情報を伝えることができます。

国内のみだけでなく海外にも情報発信する
ことで研究の幅を広げることができます。 同じデザインをベースにすることで統一感があり、かつ価格を抑えた他言語サイトの構築ができます！

日本語から英語へ日本語から英語へ

アプライドにおまかせください！

留学生の方へ 海外の研究者の方へ

WEBサイト制作ならWEBサイト制作なら
全国の大学・研究室様対応！

アプライドにお任せください！アプライドにお任せください！

e
b
サ
イ
ト
制
作

e
b
サ
イ
ト
制
作
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ALTEEM macaroon 端末セットALTEEM macaroon 端末セット

※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。

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：74×74×17.3 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 2104011522

39,80039,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2104011523

59,80059,800円(税込)
注文番号 2104011524

34,80034,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2104011525

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 2104011526

24,80024,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2104011527

44,80044,800円(税込)
注文番号 2104011528

19,80019,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2104011529

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10GB
※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。

※月間データ容量を使い切った場合、月末まで最大256kbpsで通信が可能です。※年間パックのご契約期間はサービスご提供を開始した月+12ヶ月(13ヶ月目末日まで)です。

注文番号 2104011513 79,80079,800円(税込)

94,80094,800円円(税込)(税込)

注文番号 2104011514 99,80099,800円(税込)

3ヶ月プラン

6ヶ月プラン

注文番号 2104011519 34,80034,800円(税込)
注文番号 2104011520 44,80044,800円(税込)

12ヶ月プラン注文番号 2104011521 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 2104011515

注文番号 2103011613

109,800109,800円(税込)
注文番号 2104011516 139,800139,800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 2104011517

注文番号 2104011518

135,800135,800円(税込)
177,800177,800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：74×74×17.3mm   質量：約128g 

SOFTBANK エリア10GB/月プラン

1年パック

2年パック

注文番号 2104011507 89,80089,800円(税込)
注文番号 2104011508 149,800149,800円(税込)

SOFTBANK エリア50GB/月プラン

1年パック

2年パック

注文番号 2104011509 59,80059,800円(税込)
注文番号 2104011510 99,80099,800円(税込)

SOFTBANK エリア30GB/月プラン

1年パック

2年パック

注文番号 2104011511 49,80049,800円(税込)
注文番号 2104011512 84,80084,800円(税込)

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

定番モデル FS030W 端末セット

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！

端末代･通信料・契約事務手数料すべて込み！

WEB授業、オンライン会議の必需品! 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!

NEW!NEW!
新
プ
ラ
ン
登
場
！

69,80069,800円
(税込)

注文番号 2104011501 注文番号 2104011502 注文番号 2104011503

注文番号 2104011504 注文番号 2104011505 注文番号 2104011506

10GB/月プラン

99,80099,800円
(税込)

30GB/月プラン

125,800125,800円
(税込)

50GB/月プラン
約12時間の連続通信が可能!

下り最大150Mbpsの通信速度!

ALTEEM
macaroon

89,80089,800円
(税込)

10GB/月プラン

129,800129,800円
(税込)

30GB/月プラン

167,800167,800円
(税込)

50GB/月プラン
ALTEEM
macaroon

いちねんパック

にねんパック

クラウドWi-Fiサービスが登場。本サービスの通信回線は「NTT docomo」「KDDI」「Softbank」のマルチキャリア対応になり、国内のみで利用が可能です。

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

L
T
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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:03-5280-9250  FAX:03-5280-9253
TEL:029-860-7808  FAX:029-860-7809

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.2021-0401

少子化の進む昨今において、大学様の広報活動は日々重要性を増しています。

アプライドグループ各社それぞれの強みを活かし、広報冊子やプロモーション動画の企画・制作から、AIやARなどの

最新のITテクノロジーや、WEB・SNSによる情報マーケティングを活用して、ワンストップでご提供します。

大学様の広報PRやブランディング戦略をご支援いたします。大学様の広報PRやブランディング戦略をご支援いたします。

大学様広報プロモーション大学様広報プロモーション

学ぶ価値を最大限に伝える

9つの広報PRサービスをワンストップでご提供します。
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