
データ解析、画像処理、AI、DeepLearningにもおススメ！

あらゆる研究に応える性能を搭載、
各種メーカー取り扱いございます。

モバイルワークステーション
特集‼

しっかりヒアリングを行い、研究内容に適した性能に特化したモデルをご案内致します。
LINUXモデル、英語OSモデル、英語キーボードモデルなどの多種多様なモデルを扱っております。
メモリ、SSDの大容量化、高速化のカスタマイズもお任せください！

165,800165,800限定
特価

注文番号 2109010101

WF65-10TH-1216JPWF65-10TH-1216JP

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i7-10750H
(2.6GHz/Turbo 5.0GHz/6コア12スレッド)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD512GB（M.2 NVMe）
■15.6インチ Full HD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約1.86kg ■お買上げ日より3年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i7-10750H
(2.6GHz/Turbo 5.0GHz/6コア12スレッド)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD512GB（M.2 NVMe）
■15.6インチ Full HD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約1.86kg ■お買上げ日より3年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i7-10750H
(2.6GHz/Turbo 5.0GHz/6コア12スレッド)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD512GB（M.2 NVMe）
■15.6インチ Full HD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約1.86kg ■お買上げ日より3年間

第10世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/Quadro®
モバイルワークステーション

第10世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/Quadro®
モバイルワークステーション

Pro
(64bit)

15.6型
Fu l l  HD
15.6型
Fu l l  HDFu l l  HDFu l l  HD

NVIDIA  Quadro P620
4GB GDDR5
NVIDIA  Quadro P620
4GB GDDR5

安心の

3年間
保証付

注文番号 2109010104

AERO 15 OLED
KD-72JP623SP
AERO 15 OLED
KD-72JP623SP

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i7-11800H
(2.3GHz~4.6GHz)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.0kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i7-11800H
(2.3GHz~4.6GHz)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.0kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i7-11800H
(2.3GHz~4.6GHz)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.0kg ■お買上げ日より2年間

注文番号 2109010107

■OS：Windows 10 Home 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 7 5800H
(3.2GHz 4MB)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：1TB NVMe SSD
■15.6インチ FHD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.4kg ■お買上げ日より1年保証

■OS：Windows 10 Home 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 7 5800H
(3.2GHz 4MB)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：1TB NVMe SSD
■15.6インチ FHD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.4kg ■お買上げ日より1年保証

■OS：Windows 10 Home 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 7 5800H
(3.2GHz 4MB)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：1TB NVMe SSD
■15.6インチ FHD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.4kg ■お買上げ日より1年保証

Home
(64bit)

HPC 製品 購入前 ダイヤル 092-481-8050092-481-8050ご予算や用途に応じた製品の
構成・お見積もりをいたします。 受付時間 10:00～17:00

アプライドが提案する
モバイルワークステーションのお奨めポイント!

299,800299,800円円税込税込円円
税込税込

230,780230,780限定
特価Pro

(64bit)
15.6型
4KUHD
15.6型
4KUHD4KUHD4KUHD

NVIDIA GeForce RTX™3060
Laptop GPU 6GB
NVIDIA GeForce RTX™3060
Laptop GPU 6GB

安心の

2年間
保証付 円円

税込税込

限定
特価

注文番号 2109010102

GS66-11UG-1026JPGS66-11UG-1026JP

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11900H
(2.5GHz/Turbo 4.9GHz/8コア16スレッド)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD1TB（M.2 NVMe）
■15.6インチ Full HD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11900H
(2.5GHz/Turbo 4.9GHz/8コア16スレッド)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD1TB（M.2 NVMe）
■15.6インチ Full HD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11900H
(2.5GHz/Turbo 4.9GHz/8コア16スレッド)
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD1TB（M.2 NVMe）
■15.6インチ Full HD(1,920×1,080)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より2年間

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/GeForce RTX™
3070 モバイルワークステーション

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/GeForce RTX™
3070 モバイルワークステーション

Pro
(64bit)

15.6型
Fu l l  HD
15.6型
Fu l l  HDFu l l  HDFu l l  HD

NVIDIA  GeForce RTX 3070
Laptop GPU 8GB GDDR6
NVIDIA  GeForce RTX 3070
Laptop GPU 8GB GDDR6

安心の

2年間
保証付 399,800399,800円円税込税込限定

特価

注文番号 2109010103

GS66-11UH-321JPGS66-11UH-321JP

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11900H
(2.5GHz/Turbo 4.9GHz/8コア16スレッド)
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD1TB（M.2 NVMe）
■15.6インチ 4K（3,840×2,160）
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11900H
(2.5GHz/Turbo 4.9GHz/8コア16スレッド)
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD1TB（M.2 NVMe）
■15.6インチ 4K（3,840×2,160）
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11900H
(2.5GHz/Turbo 4.9GHz/8コア16スレッド)
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4
■ストレージ：SSD1TB（M.2 NVMe）
■15.6インチ 4K（3,840×2,160）
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より2年間

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/GeForce RTX™
3080 モバイルワークステーション

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/GeForce RTX™
3080 モバイルワークステーション

Pro
(64bit)

15.6型
4K

15.6型
4K4K4K

NVIDIA GeForce RTX 3080
Laptop GPU 16GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3080
Laptop GPU 16GB GDDR6

安心の

2年間
保証付

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
RTX™3060搭載

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
RTX™3060搭載

Lenovo Legion 560
82JU00CXJP　
Lenovo Legion 560
82JU00CXJP　

199,800199,800限定
特価15.6型

FHD
15.6型
FHDFHDFHD

NVIDIA GeForce RTX™3060
6GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX™3060
6GB GDDR6

安心の

1年間
保証付 円円

税込税込

注文番号 2109010108

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™  i7-1185G7
(3.0GHz/Turbo 4.8GHz/4コア8スレッド)
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4
■ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約1.69kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™  i7-1185G7
(3.0GHz/Turbo 4.8GHz/4コア8スレッド)
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4
■ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約1.69kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™  i7-1185G7
(3.0GHz/Turbo 4.8GHz/4コア8スレッド)
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4
■ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約1.69kg ■お買上げ日より2年間

PRESTIGE15A
11SCS-032JP
PRESTIGE15A
11SCS-032JP

228,800228,800限定
特価15.6型

4KUHD
15.6型
4KUHD4KUHD4KUHD

NVIDIA GeForce GTX 1650
Ti Max-Q デザイン 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650
Ti Max-Q デザイン 4GB GDDR6

安心の

2年間
保証付 円円

税込税込

注文番号 2109010105

AERO 15 OLED
YD-93JP648SP
AERO 15 OLED
YD-93JP648SP

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11980HK
(2.6GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB(16GBx2)DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD+
1TB M.2 PCIe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.0kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11980HK
(2.6GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB(16GBx2)DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD+
1TB M.2 PCIe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.0kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11980HK
(2.6GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB(16GBx2)DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD+
1TB M.2 PCIe SSD
■15.6インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.0kg ■お買上げ日より2年間

417,780417,780限定
特価Pro

(64bit)

Pro
(64bit)

15.6型
4KUHD
15.6型
4KUHD4KUHD4KUHD

NVIDIA GeForce RTX™3080
Laptop GPU 8GB
NVIDIA GeForce RTX™3080
Laptop GPU 8GB

安心の

2年間
保証付 円円

税込税込

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
RTX™3080搭載

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
RTX™3080搭載

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
GTX™1650搭載

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
GTX™1650搭載

注文番号 2109010109

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core i9-10980HK
(2.4GHz/8コア)
■メモリ：64GB（32GB×2）DDR4
■ストレージ：2TB（1TB×2）M.2 NVMe SSD
■15.6インチ 4K(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より3年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core i9-10980HK
(2.4GHz/8コア)
■メモリ：64GB（32GB×2）DDR4
■ストレージ：2TB（1TB×2）M.2 NVMe SSD
■15.6インチ 4K(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より3年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core i9-10980HK
(2.4GHz/8コア)
■メモリ：64GB（32GB×2）DDR4
■ストレージ：2TB（1TB×2）M.2 NVMe SSD
■15.6インチ 4K(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.1kg ■お買上げ日より3年間

ELVV23K93221
TB24K3WR
ELVV23K93221
TB24K3WR

449,800449,800限定
特価15.6型

4K
15.6型

4K4K4K

NVIDIA Quadro RTX3000 NVIDIA Quadro RTX3000 

安心の

3年間
保証付 円円

税込税込

第10世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® Quadro®
RTX™3000搭載

第10世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® Quadro®
RTX™3000搭載

注文番号 2109010106

AERO 17 HDR
YD-93JP548SP
AERO 17 HDR
YD-93JP548SP

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11980HK
(2.6GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB(16GBx2)DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD+
1TB M.2 PCIe SSD
■17.3インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.5kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11980HK
(2.6GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB(16GBx2)DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD+
1TB M.2 PCIe SSD
■17.3インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.5kg ■お買上げ日より2年間

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：インテル® Core™ i9-11980HK
(2.6GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB(16GBx2)DDR4
■ストレージ：512GB M.2 PCIe SSD+
1TB M.2 PCIe SSD
■17.3インチ 4KUHD(3,840×2,160)
■光学ドライブ：非搭載
■有線LAN:○/無線LAN:○
■重量：約2.5kg ■お買上げ日より2年間

499,800499,800限定
特価Pro

(64bit)

Pro
(64bit)

17.3型
4KUHD
17.3型
4KUHD4KUHD4KUHD

NVIDIA GeForce RTX™3080
Laptop GPU 8GB
NVIDIA GeForce RTX™3080
Laptop GPU 8GB

安心の

2年間
保証付 円円

税込税込

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
RTX™3080搭載

第11世代 インテル® Core™ 
プロセッサー/NVIDIA® GeForce®
RTX™3080搭載

※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。完売の際は代替商品にてご提案させて頂きます。

AMD Ryzen™ 7/NVIDIA® 
GeForce® RTX™3060搭載
Office 2019 Home&Business搭載

AMD Ryzen™ 7/NVIDIA® 
GeForce® RTX™3060搭載
Office 2019 Home&Business搭載

Home & Business 2019

2021 年 9月 Vol .12021 年 9月 Vol .1

アプライドの学校・法人様向け PC・IT機器／事務家電情報カタログ

研究室のお役立ち「アット・ラボ」

L  BO



全モデルカスタマイズ可能なビジネス・パソコン「Be-Clia シリーズ」 全モデルカスタマイズ可能なビジネス・パソコン「Be-Clia シリーズ」 

最新インテル 第11世代 プロセッサー・モデル

カスタマイズ可能！カスタマイズ可能！
メモリ増設可能！メモリ増設可能！

2ndストレージ増設可能！2ndストレージ増設可能！
グラフィックボード増設可能！グラフィックボード増設可能！Be-CliaBe-Clia

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-S11-i5Be-Clia Type-S11-i5

106,200106,200円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GB x2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W（80 Plus Gold 認証）
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GB x2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W（80 Plus Gold 認証）
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GB x2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W（80 Plus Gold 認証）
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-S11-i7Be-Clia Type-S11-i7

134,320134,320円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Core i9-11900 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W（80 Plus Bronze 認証）
■約(W)190x(D)417x(H)350mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Core i9-11900 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W（80 Plus Bronze 認証）
■約(W)190x(D)417x(H)350mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Core i9-11900 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W（80 Plus Bronze 認証）
■約(W)190x(D)417x(H)350mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-M11-i9Be-Clia Type-M11-i9

166,650166,650円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

注文番号 2109010201 注文番号 2109010202 注文番号 2109010203

マイクロ・
タワー型
モデル

スリム・
タワー型
モデル

スリム・
タワー型
モデル

ミドルタワー型モデルも全機種カスタマイズ可能

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：650W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)464x(H)493mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：650W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)464x(H)493mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：650W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)464x(H)493mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-T11-i7Be-Clia Type-T11-i7

146,300146,300円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700K 3.6GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700K 3.6GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-11700K 3.6GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-Z11-i7Be-Clia Type-Z11-i7

223,300223,300円税込限定
特価

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei9-11900K 3.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：64GB（32GB x2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei9-11900K 3.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：64GB（32GB x2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Corei9-11900K 3.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：64GB（32GB x2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm 
　＊突起部は除く

266,200266,200円税込限定
特価

[高クロック]第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

Be-Clia Type-Z11-i9Be-Clia Type-Z11-i9
注文番号 2109010204 注文番号 2109010205 注文番号 2109010206

[高クロック]第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

ミドル・
タワー型
モデル

AMD Ryzen™ 5000 シリーズ プロセッサー・モデル

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5 3400G 3.7GHz/
　4C/8T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(SATA3)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® GeForce® GT710
　2GB-DDR3
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5 3400G 3.7GHz/
　4C/8T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(SATA3)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® GeForce® GT710
　2GB-DDR3
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5 3400G 3.7GHz/
　4C/8T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(SATA3)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® GeForce® GT710
　2GB-DDR3
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-SR3Be-Clia Type-SR3

113,080113,080円税込限定
特価

第3世代世代 AMD Ryzen™ 
プロセッサー搭載

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5800X 3.8GHz/
　8コア
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® Quadro® P400
　2GB-GDDR5
■電源：550W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)210x(D)418x(H)480mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5800X 3.8GHz/
　8コア
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® Quadro® P400
　2GB-GDDR5
■電源：550W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)210x(D)418x(H)480mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5800X 3.8GHz/
　8コア
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® Quadro® P400
　2GB-GDDR5
■電源：550W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)210x(D)418x(H)480mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-MR4Be-Clia Type-MR4

235,180235,180円税込限定
特価

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5950X 3.4GHz/
　16コア
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® Quadro® P400
　2GB-GDDR5
■電源：550W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)210x(D)418x(H)480mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5950X 3.4GHz/
　16コア
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® Quadro® P400
　2GB-GDDR5
■電源：550W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)210x(D)418x(H)480mm 
　＊突起部は除く

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen™ 5950X 3.4GHz/
　16コア
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■ネットワーク：[1ポート] ギガビット
■グラフィック:NVIDIA® Quadro® P400
　2GB-GDDR5
■電源：550W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)210x(D)418x(H)480mm 
　＊突起部は除く

338,800338,800円税込限定
特価

AMD Ryzen™ 5000 シリーズ・
デスクトップ・プロセッサー搭載

Be-Clia Type-TR4 Be-Clia Type-TR4 
注文番号 2109010207 注文番号 2109010208 注文番号 2109010209

スリム・
タワー型
モデル

ミドル
タワー型
モデル

AMD Ryzen™ 5000 シリーズ・
デスクトップ・プロセッサー搭載

ミドル
タワー型
モデル

ミドル・タワー型モデル ミドル・タワー型モデル
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全モデルカスタマイズ可能なビジネス・パソコン「Be-Clia シリーズ」 全モデルカスタマイズ可能なビジネス・パソコン「Be-Clia シリーズ」 

OS無しモデル

カスタマイズ可能！カスタマイズ可能！
メモリ増設可能！メモリ増設可能！

2ndストレージ増設可能！2ndストレージ増設可能！
グラフィックボード増設可能！グラフィックボード増設可能！Be-CliaBe-Clia

安心の

1年間
保証付

■OS：非搭載
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：非搭載
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

■OS：非搭載
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-S11-i5 Be-Clia Type-S11-i5 

87,40087,400円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

安心の

1年間
保証付

■OS：非搭載
■CPU：Corei7-11700 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W | 80 Plus Bronze 認証
■約(W)190x(D)417x(H)350mm 
　＊突起部は除く

■OS：非搭載
■CPU：Corei7-11700 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W | 80 Plus Bronze 認証
■約(W)190x(D)417x(H)350mm 
　＊突起部は除く

■OS：非搭載
■CPU：Corei7-11700 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W | 80 Plus Bronze 認証
■約(W)190x(D)417x(H)350mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-M11-i7Be-Clia Type-M11-i7

122,600122,600円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

安心の

1年間
保証付

■OS：非搭載
■CPU：Core i9-11900 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：650W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)464x(H)493mm 
　＊突起部は除く

■OS：非搭載
■CPU：Core i9-11900 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：650W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)464x(H)493mm 
　＊突起部は除く

■OS：非搭載
■CPU：Core i9-11900 2.5GHz/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：650W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)464x(H)493mm 
　＊突起部は除く

Be-Clia Type-T11-i9Be-Clia Type-T11-i9

158,350158,350円税込限定
特価

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

注文番号 2109010301 注文番号 2109010302 注文番号 2109010303

ミドル
タワー型
モデル

マイクロ・
タワー型
モデル

スリム・
タワー型
モデル

Linux OS（Ubuntu 20.04 LTS）プリインストール・モデル

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei5-11400 2.6GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：8GB（8GBx1）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei7-11700 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei7-11700 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei7-11700 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD250GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：300W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)96x(D)392x(H)330mm
　＊突起部は除く

Be-Clia Linux Type-S11-i5Be-Clia Linux Type-S11-i5

104,500104,500円税込限定
特価

【Linux 対応】第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Linux Type-S11-i7 Be-Clia Linux Type-S11-i7 

132,330132,330円税込限定
特価

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei9-11900 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W | 80 Plus Bronze 認証
■約(W)190x(D)417x(H)350mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei9-11900 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W | 80 Plus Bronze 認証
■約(W)190x(D)417x(H)350mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei9-11900 2.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD500GB(NVMe)
■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
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：500W | 80 Plus Bronze 認証
■約(W)190x(D)417x(H)350mm
　＊突起部は除く

167,750167,750円税込限定
特価

【Linux 対応】第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

Be-Clia Linux Type-M11-i9Be-Clia Linux Type-M11-i9
注文番号 2109010304 注文番号 2109010305 注文番号 2109010306

スリム・タワー型モデル マイクロ・タワー型モデルスリム・タワー型モデル

【Linux 対応】第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

ミドル・タワー型モデル

【Linux 対応】第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

Ubuntu 20.04 LTS インストール済 OC対応 ミドル・タワー型・モデル

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei5-11600K 3.9GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei5-11600K 3.9GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei5-11600K 3.9GHｚ/
　6C/12T
■メモリ：16GB（8GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

Be-Clia Linux Type-Z11-i5Be-Clia Linux Type-Z11-i5

203,610203,610円税込限定
特価 229,460229,460 272,360272,360円

税込限定
特価

注文番号 2109010307 注文番号 2109010308 注文番号 2109010309

インストール代行

インストール代行

【Linux 対応】第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

ミドル・タワー型モデル

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei7-11700K 3.6GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei7-11700K 3.6GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei7-11700K 3.6GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：32GB（16GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

Be-Clia Linux Type-Z11-i7Be-Clia Linux Type-Z11-i7

インストール代行

円
税込限定

特価

【Linux 対応】第11世代 インテル® Core™
プロセッサー S ファミリー搭載

ミドル・タワー型モデル

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei9-11900K 3.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：64GB（32GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei9-11900K 3.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：64GB（32GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Corei9-11900K 3.5GHｚ/
　8C/16T
■メモリ：64GB（32GBx2）DDR4-3200
■ストレージ：SSD1TB(NVMe)
■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（増設ボード）
■グラフィック:インテル® UHD グラフィック
　（DPx1 | HDMIx1）
■電源：750W | 80 Plus Gold 認証
■約(W)220x(D)493x(H)506mm
　＊突起部は除く

Be-Clia Linux Type-Z11-i9Be-Clia Linux Type-Z11-i9

インストール代行

インストール代行 インストール代行
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50万円まで3機種・100万円まで3機種・100万円以上3機種50万円まで3機種・100万円まで3機種・100万円以上3機種HPCHPC DeepLearning向けワークステーション 9機種!

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Core i5-11500 2.7GHz
■メモリ：16GB (8GBx2)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
■グラフィック:Geforce RTX3070
　GDDR6x8GB DisplayPortx3 HDMIx1
■電源：750W 80Plus GOLD
■約(W)220×(D)464×(H)493mm

Be-Clia Linux Type-T11-i5Be-Clia Linux Type-T11-i5

299,600299,600円税込 円
税込

Linux搭載 開発用途PC

Be-Clia Linux Type-T11-i7Be-Clia Linux Type-T11-i7
Linux搭載 開発用途PC

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー搭載

第11世代 インテル® Core™
プロセッサー搭載

予算50万円まで
注文番号 2109010401

331,100331,100

注文番号 2109010402 注文番号 2109010403

予算100万円まで
注文番号 2109010404

限定
特価

限定
特価

注文番号 2109010405 注文番号 2109010406

予算100万円以上
注文番号 2109010407 注文番号 2109010408 注文番号 2109010409

Linux対応 第11世代 インテル® Core™
プロセッサー搭載

Linux対応 第11世代 インテル® Core™
プロセッサー搭載

Linux対応

インストール代行

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Core i7-11700 2.5GHz 
■メモリ：32GB(16GBx2)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
■グラフィック:Geforce RTX3070
　GDDR6x8GB DisplayPortx3 HDMIx1
■電源：750W 80Plus GOLD
■約(W)220×(D)464×(H)493mm

インストール代行

円
税込

Be-Clia Linux Type-Z11-i7Be-Clia Linux Type-Z11-i7
Linux搭載 開発用途PC

421,260421,260限定
特価

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Core i7-11700K 3.6GHz
■メモリ：32GB (16GBx2)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
■グラフィック:Quadro RTX4000
　8GB GDDR6 DisplayPortx3
■電源：750W 80Plus GOLD
■約(W)220×(D)493×(H)506mm

インストール代行

安心の

1年間
保証付

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■CPU：Core i9-11900K 3.5GHz
■メモリ：128GB (32GBx4)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
■グラフィック:GeForce RTX3080 10GB
　GDDR6X DisplayPort×3、HDMIｘ1
■電源：1000W 80Plus PLATINUM
■約(W)220×(D)493×(H)506mm

Be-Clia Linux Type-Z11-i9Be-Clia Linux Type-Z11-i9

548,260548,260円税込

Linux搭載 開発用途PC

限定
特価

Linux対応

インストール代行

DeepLearning専用計算機

安心の

3年間
保証付

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：Nvidia GPU Cloud 
■CPU：Core i9 10900X 3.7GHz
■メモリ：64GB(16GBx4)DDR4-2933
■ストレージ：960GB 高耐久 SATA3 SSD
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■グラフィック:GeForce RTX3080 10GB
　GDDR6X DisplayPort×3、HDMIｘ1
■電源：1500W 80Plus GOLD 
■約(W)230×(D)560×(H)583mm

CERVO Deep for Linux Type-DPCS-GCERVO Deep for Linux Type-DPCS-G

749,100749,100円税込

Linux搭載 開発用途PC

限定
特価

Linux対応

インストール代行

DeepLearning専用計算機

安心の

3年間
保証付

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：Nvidia GPU Cloud
■CPU：Core i9 10900X 3.7GHz
■メモリ：64GB (16GBx4)DDR4-2933
■ストレージ：480GB 高耐久 SATA3 SSD
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■グラフィック:Quadro RTX5000 16GB
　GDDR6x DisplayPortx4 USB-Cx1
■電源：1500W 80Plus GOLD 
■約(W)230×(D)560×(H)583mm

CERVO Deep for Linux Type-DPCS-QCERVO Deep for Linux Type-DPCS-Q

984,390984,390円税込

Linux搭載 開発用途PC

限定
特価

Linux対応

インストール代行

安心の

3年間
保証付 1,484,7801,484,780円税込

Linux搭載 開発用途PC

限定
特価

インストール代行

DeepLearning専用計算機
■OS：Ubunts 18.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：Nvidia GPU Cloud
■CPU：Xeon 8-Core W-2245 3.90Hz
■メモリ：64GB(16GBx4)DDR4-2933
■ストレージ（標準）：480GB 高耐久 SATA3 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
■グラフィック:【2基】Quadro RTX5000
　16GB GDDR6x DisplayPortx4 USB-Cx1
■電源：1500W 80Plus GOLD 
■約(W)230×(D)560×(H)583mm

CERVO Deep for Linux Type-DPXS-QCERVO Deep for Linux Type-DPXS-Q

Linux対応

安心の

3年間
保証付 2,432,5402,432,540円税込

Linux搭載 開発用途PC

限定
特価

インストール代行

DeepLearning専用計算機
■OS：Ubunts 18.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：Nvidia GPU Cloud 
■CPU：Core i9 10900X 3.7GHz
■メモリ：64GB (32GBx2)DDR4-2933
■ストレージ（標準）：480GB 高耐久 SATA3 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
■グラフィック:【3基】Quadro RTX6000
　24GB GDDR6 DisplayPortx4 USB-Cx1
■電源：1000W 80Plus Platinum/
　GPU専用 1300W 80Plus Platinum 
■約(W)230×(D)440×(H)555mm

CERVO Deep for Linux Type-Twin-QCERVO Deep for Linux Type-Twin-Q

Linux対応 DeepLearning専用計算機

安心の

3年間
保証付

■OS：Ubunts 20.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：Nvidia GPU Cloud
■CPU：【2CPU】Xeon Silver 4210 2.4GHz
■メモリ：192GB (16GBx12)DDR4-2933 
■ストレージ（標準）：480GB 高耐久 SATA3 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
■グラフィック:【5基】Quadro RTX5000
　16GB GDDR6x DisplayPortx4 USB-Cx1
■電源：冗長化仕様
　2000W 80Plus Platinum
■約(W)176×(D)700×(H)427mm

CERVO Deep for Linux Type-DP5GPU-Q CERVO Deep for Linux Type-DP5GPU-Q 

3,732,5203,732,520円税込

Linux搭載 開発用途PC

限定
特価

Linux対応

インストール代行

ー 4 ー
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円
税込限定

特価

HPCHPC 科学技術計算向けワークステーション 6機種!

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Core i9 10940X 3.3GHz 14コア
■メモリ：64GB (16GBx4）DDR4-2933
■ストレージ：SSD 500GB  SATA
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■グラフィック:GeForce GT710 DDR3 2GB 
■ネットワーク:ギガビットイーサネット
■電源：750W 80Plus GOLD
■約(W)210×(D)445×(H)470mm

CERVO Calcul Type-TXS-10940XCERVO Calcul Type-TXS-10940X

363,660363,660

簡易科学技術計算向けモデル

予算100万円まで
注文番号 2109010501

安心の

3年間
保証付

注文番号 2109010502 注文番号 2109010503

インテル® Core™ X
プロセッサー搭載

インテル® Core™ X
プロセッサー搭載

アプライドHPC専用
オンサイト保守サービス

Pro
(64bit)

円
税込限定

特価

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU：Core i9 10980XE 3.0GHz 18コア
■メモリ：128GB(32GBx4）DDR4-2933
■ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
■グラフィック:GeForce GT710 DDR3 2GB 
■ネットワーク:ギガビットイーサネット
■電源：750W 80Plus GOLD
■約(W)232×(D)527×(H)506mm

CERVO Calcul Type-TXT-10980XECERVO Calcul Type-TXT-10980XE

516,410516,410

簡易科学技術計算向けモデル

安心の

3年間
保証付

Pro
(64bit)

円
税込限定

特価

■OS：Windows 10 Pro 64bit
■CPU： Ryzen Threadripper3
　3970X 3.7GHz 32コア
■メモリ：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
■グラフィック:Quadro P1000 4GB GDDR5
■ネットワーク:ギガビットイーサネット
■電源：850W 80Plus GOLD
■約(W)210×(D)418×(H)480mm

CERVO Ryzen Type-RT3X-3970XCERVO Ryzen Type-RT3X-3970X

749,260749,260

簡易科学技術計算向けモデル

AMD Ryzen™ 
Threadripper™搭載

安心の

3年間
保証付

Pro
(64bit)

円
税込限定

特価

■OS：未選択(各種OSオプション選択可能)
■CPU：Xeon GOLD 6238R 2.2GHz 28コア
■メモリ：128GB(32GBx4)DDR4-2933
■ストレージ（標準）：960GB 高耐久 SATA 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
■グラフィック:Quadro RTX4000 8GB GDDR6
■ネットワーク:ギガビットイーサネット
■電源：900W 80Plus GOLD 
■約(W)193×(D)525.3×(H)424mm

CERVO Grasta Type-IS2S-QCERVO Grasta Type-IS2S-Q

1,064,8001,064,800

1CPU 搭載ワークステーション

予算100万円以上
注文番号 2109010504

安心の

3年間
保証付

注文番号 2109010505 注文番号 2109010506

インテル®Xeon® Scalable 
シリーズ・プロセッサー搭載

■OS：未選択(各種OSオプション選択可能)
■CPU：【2基】Xeon GOLD 6238R 2.2GHz 28コア
■メモリ：192GB(16GBx12)DDR4-2933
■ストレージ（標準）：960GB 高耐久 SATA 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
■グラフィック:Quadro P400 2GB DDR5
■ネットワーク:ギガビットイーサネット
■電源：1200W 80Plus Platinum
■約(W)193×(D)525.3×(H)424mm

インテル®Xeon® Scalable 
シリーズ・プロセッサー搭載

円
税込限定

特価

CERVO Grasta Type-ES2S-QCERVO Grasta Type-ES2S-Q

1,477,1001,477,100

2CPU 搭載ワークステーション

安心の

3年間
保証付 円

税込限定
特価

CERVO Deep for Linux Type-DPCS-QCERVO Deep for Linux Type-DPCS-Q

1,685,0401,685,040

1CPU 搭載ワークステーション

安心の

3年間
保証付

100万円まで3機種・100万円以上3機種100万円まで3機種・100万円以上3機種

■OS：未選択(各種OSオプション選択可能)
■CPU：Ryzen Threadripper PRO
　3995WX 2.7GHz 64コア 
■メモリ：256GB (32GBx8)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
■グラフィック:Quadro P1000 4GB GDDR5
■ネットワーク:ギガビットイーサネット
■電源：1000W 80Plus Platinum
■約(W)240×(D)566×(H)604mm

AMD Ryzen™ Threadripper™
PRO 搭載ワークステーション

H
P
C 

科
学
技
術
計
算
向
け
ワ
ー
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

6
機
種

）

ー 5 ー



ー 6 ー

■CPU：Celeron G5905 3.2GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)270×(D)303×(H)95mm 

※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。
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 2109010604デスクトップパソコン 注文番号 2109010605デスクトップパソコン 注文番号 2109010606デスクトップパソコン

注文番号 2109010601 注文番号 2109010602 注文番号 2109010603

3K1E1PA#ABJ3K1E1PA#ABJ3K1E1PA#ABJ3K1E1PA#ABJ

Celeron プロセッサー搭載Celeron プロセッサー搭載

■CPU：Core i5-10505 3.2GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)92.6×(D)292.8×(H)290mm 

約5.02kg

DTOP083-016N1DTOP083-016N1DTOP083-016N1DTOP083-016N1

第10世代 インテル Core i5搭載第10世代 インテル Core i5搭載

Pro
(64bit)

■CPU：Core i3-10100
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)89×(D)296×(H)314mm 

約4.9kg

FMVD5001WPFMVD5001WPFMVD5001WPFMVD5001WP

第10世代 インテル Core i3搭載第10世代 インテル Core i3搭載

Pro
(64bit)

約4.3kg

Pro
(64bit)

■CPU：Core i3-10100
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)100×(D)273.5×(H)303.5mm 

11GK000HJP11GK000HJP11GK000HJP11GK000HJP
■CPU：Celeron G4900 3.1GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)100×(D)290×(H)270mm 

A612DSV8E112A612DSV8E112A612DSV8E112A612DSV8E112

99,800円税込
SSD500GB＋メモリ8GBモデル

119,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

69,800円税込
通常モデル

119,800円税込
SSD500GBモデル

139,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

94,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i5-10500
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)89×(D)296×(H)314mm 

約4.9kg

FMVD5001DPFMVD5001DPFMVD5001DPFMVD5001DP

第10世代 インテル Core i5搭載第10世代 インテル Core i5搭載

Pro
(64bit)

124,800円税込
SSD500GBモデル

144,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

99,800円税込
通常モデル

119,800円税込
SSD500GBモデル

139,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

94,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i3-10100 3.6GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)89×(D)298×(H)340mm 

約4.7kg

PC-MRL36LZGAAS7PC-MRL36LZGAAS7PC-MRL36LZGAAS7PC-MRL36LZGAAS7

第10世代 インテル Core i3搭載第10世代 インテル Core i3搭載

Pro
(64bit)

134,800円税込
SSD500GBモデル

154,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

109,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i5-10400 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)89×(D)298×(H)340mm 

約4.7kg

PC-MRT29LZGACZYPC-MRT29LZGACZYPC-MRT29LZGACZYPC-MRT29LZGACZY

第10世代 インテル Core i5搭載第10世代 インテル Core i5搭載

Pro
(64bit)

注文番号 2109010607デスクトップパソコン 注文番号 2109010608デスクトップパソコン 注文番号 2109010609デスクトップパソコン

Celeron プロセッサー搭載Celeron プロセッサー搭載 第10世代 インテル Core i3搭載第10世代 インテル Core i3搭載

約3.9kg

Pro
(64bit)

約4.5kg

Pro
(64bit)

209,800円税込
SSD500GB＋メモリ16GBモデル

229,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

179,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i7-10700 2.9GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■有線LAN:○/無線LAN:×
■Win10 Pro 64bit
■キーボード:○/光学マウス(USB):○
■約(W)89×(D)298×(H)340mm 

約4.7kg

PC-MRH29LZ7ACZ9PC-MRH29LZ7ACZ9PC-MRH29LZ7ACZ9PC-MRH29LZ7ACZ9

第10世代 インテル Core i7搭載第10世代 インテル Core i7搭載

Pro
(64bit)

94,800円税込
SSD500GBモデル

114,800円税込
SSD1TBモデル

64,800円税込
通常モデル

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

99,800円税込
SSD500GBモデル

119,800円税込
SSD1TB＋メモリ16GBモデル

69,800円税込
通常モデル

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 !

新
品
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ー
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プ
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格
）

新品メーカーデスクトップPC 9機種（通常価格+SSDカスタム価格）新品メーカーデスクトップ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



Home & Business 2019

94,800円税込
SSD500GBモデル

109,800円税込
SSD1TBモデル

69,800円税込
通常モデル

124,800円税込
SSD500GBモデル

139,800円税込
SSD1TBモデル

99,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i3-10110U 2.1GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■13.3インチ(1366×768)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11.6時間
■約(W)308.5×(D)231×(H)18mm 

ー 7 ー

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！！

※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1.44kg

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

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

13.3型モバイルノート 13.3型モバイルノート 13.3型モバイルノート

注文番号 210901070415.6型スタンダード ノートPC 注文番号 210901070515.6型ハイスペックノートPC 注文番号 210901070615.6型ハイスペックノートPC

注文番号 2109010701 注文番号 2109010702 注文番号 2109010703

注文番号 2109010707LG Ultra PC Ryzen 13.3型 注文番号 2109010708LG gram 2021モデル 14型 注文番号 2109010709ブルーレイドライブ搭載17.3型ノートPC

20T26PA#ABJ20T26PA#ABJ20T26PA#ABJ20T26PA#ABJ
■CPU：Core i5-1135G7 2.4GHz
■メモリ：16GB
■SSD：512GB(M.2 PCIe NVMe)
■13.3インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約10.3時間
■約(W)306.9×(D)208.4×(H)17.7mm 

20Z05AV-ACPX20Z05AV-ACPX20Z05AV-ACPX20Z05AV-ACPX

第10世代 インテル Core i3搭載第10世代 インテル Core i3搭載

169,800円税込
SSD1TBモデル

129,800円税込
通常モデル

約1.37kg

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

■CPU：Core i5-1135G7 2.4GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB(PCIe)
■13.3インチ(1366×768)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■約(W)316×(D)227×(H)19.9mm 

約1.269kg

Home
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

A6SBHSF8D211A6SBHSF8D211A6SBHSF8D211A6SBHSF8D211

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

94,800円税込
SSD500GBモデル

109,800円税込
SSD1TBモデル

69,800円税込
通常モデル

約2.2kg

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

PC-VKL21XAGHC
87ZFZZY
PC-VKL21XAGHC
87ZFZZY
PC-VKL21XAGHC
87ZFZZY
PC-VKL21XAGHC
87ZFZZY

第10世代 インテル Core i3搭載第10世代 インテル Core i3搭載

第11世代 インテル Core i3搭載第11世代 インテル Core i3搭載

114,800円税込
SSD500GBモデル

129,800円税込
SSD1TBモデル

89,800円税込
通常モデル

■CPU：AMD Ryzen 3 4300U 2.7GHz
■メモリ：8GB
■SSD:256GB（NVMe）
■13.3インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約15.5時間
■約(W)306.9×(D)206.7×(H)15.3mm 

約0.98kg

Home
(64bit)

Home
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

13U70P-GR32J13U70P-GR32J13U70P-GR32J13U70P-GR32J

148,800円税込
SSD500GBモデル

163,800円税込
SSD1TBモデル

123,800円税込
通常モデル

AMD Ryzen 3搭載AMD Ryzen 3搭載

139,800円税込
SSD1TBモデル

99,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i5-1135G7 2.4GHz
■メモリ：16GB(8GB×2)
■SSD:512GB
■15.6インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約8.5時間
■約(W)358×(D)242×(H)22mm 

■CPU：Core i7-1165G7 1.2GHz
■メモリ：16GB(8GB×2)
■SSD:512GB
■15.6インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約8.5時間
■約(W)358×(D)242×(H)22mm 

■CPU：Corei3-10110U 2.1GHz
■メモリ：8GB　■SSD:256GB
■15.6インチ(1366×768)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:×
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約9.7時間
■約(W)376×(D)254×(H)24.9mm 

約1.7kg

Home
(64bit)

15.6型
ワイド液晶34A71PA-AAAA34A71PA-AAAA34A71PA-AAAA34A71PA-AAAA

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

159,800円税込
SSD1TBモデル

119,800円税込
通常モデル

34B01PA-AAAA34B01PA-AAAA34B01PA-AAAA34B01PA-AAAA

第11世代 インテル Core i7搭載第11世代 インテル Core i7搭載

約1.7kg

Home
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

約0.999kg

14.0型
ワイド液晶

第10世代 インテル Core i7搭載
ビジネスソフト
Office 2019 Home&Business搭載

第10世代 インテル Core i7搭載
ビジネスソフト
Office 2019 Home&Business搭載

219,800円税込
メモリ16GBモデル

199,800円税込
通常モデル

FMVN90E2GFMVN90E2GFMVN90E2GFMVN90E2G

約2.9kg

17.3型
ワイド液晶

Home
(64bit)

■CPU：Core i3-1115G4 3.0GHz
■メモリ：8GB
■SSD:256GB（NVMe）
■14.0インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約37時間
■約(W)313.4×(D)215.2×(H)16.8mm 

■CPU：Core i7-10750H
■メモリ：8GB（4GB×2）
■SSD:256GB＋HDD約1TB＋
インテル Optane メモリー 約16GB
■17.3インチ
■光学ドライブ：ブルーレイドライブ
■無線LAN:○　■WEBカメラ:○
■Win10 Home 64bit
■駆動時間：約6.2時間
■約(W)398.8×(D)265×(H)26.9mm 

14Z90P-KR31J14Z90P-KR31J14Z90P-KR31J14Z90P-KR31J

新
品
メ
ー
カ
ー
ノ
ー
ト
P
C
（
通
常
価
格
+
S
S
D
カ
ス
タ
ム
価
格
）



199,100円税込

モバイルノート 注文番号 2109010801

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約14時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約14時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約14時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

Pro
(64bit)

約0.999kg

モバイルノート 注文番号 2109010802

CF-SV8KD4VSCF-SV8KD4VSCF-SV8KD4VSCF-SV8KD4VS

モバイルノート 注文番号 2109010803

12.1型
WUXGA

モバイルノート 注文番号 2109010806モバイルノート 注文番号 2109010805モバイルノート 注文番号 2109010804

第8世代 インテル Core i5搭載第8世代 インテル Core i5搭載

ノートパソコン 注文番号 2109010809モバイルノート 注文番号 2109010808モバイルノート 注文番号 2109010807

モバイルノート 注文番号 2109010812モバイルノート 注文番号 2109010811モバイルノート 注文番号 2109010810

限定
特価

Home & Business 2019

Home & Business 2019

FVシリーズFVシリーズFVシリーズFVシリーズ

QVシリーズQVシリーズQVシリーズQVシリーズ

SVシリーズSVシリーズSVシリーズSVシリーズ

264,000円税込

■CPU：Core i5-1145G7 2.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.0インチ(2880×1920)
■光学ドライブ：非搭載
■無線：無/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11.5時間
■サイズ:273×209.2×18.7mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.0インチ(2880×1920)
■光学ドライブ：非搭載
■無線：無/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11.5時間
■サイズ:273×209.2×18.7mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.0GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■12.0インチ(2880×1920)
■光学ドライブ：非搭載
■無線：無/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11.5時間
■サイズ:273×209.2×18.7mm

Pro
(64bit)

約0.949kg

CF-QV1RDEVSCF-QV1RDEVSCF-QV1RDEVSCF-QV1RDEVS

12.0型
WUXGA TFTカラー液晶

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

343,200円税込

■CPU：Core i7-1185G7 3.0GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約19.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i7-1185G7 3.0GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約19.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i7-1185G7 3.0GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約19.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

Pro
(64bit)

約1.124kg

CF-SV1SFKVSCF-SV1SFKVSCF-SV1SFKVSCF-SV1SFKVS

12.1型
WUXGA

第11世代 インテル Core i7搭載第11世代 インテル Core i7搭載

限定
特価

SVシリーズSVシリーズSVシリーズSVシリーズ

253,000円税込

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約12.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約12.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約12.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

Pro
(64bit)

約0.999kg

CF-SV1RDAVSCF-SV1RDAVSCF-SV1RDAVSCF-SV1RDAVS

12.1型
WUXGA

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

SVシリーズSVシリーズSVシリーズSVシリーズ

292,000円税込

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約19.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約19.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.1インチ(1920×1200)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約19.5時間
■サイズ:283.5×203.8×24.5mm

Pro
(64bit)

約1.109kg

CF-SV1GDUQRCF-SV1GDUQRCF-SV1GDUQRCF-SV1GDUQR

12.1型
WUXGA

第11世代 インテル Core i7搭載第11世代 インテル Core i7搭載

限定
特価

SVシリーズSVシリーズSVシリーズSVシリーズ

249,700円税込

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約22時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約22時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約22時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

Pro
(64bit)

約1.099kg

CF-FV1RDEVSCF-FV1RDEVSCF-FV1RDEVSCF-FV1RDEVS

14.0型
WQHD

14.0型
WQHD

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

QVシリーズQVシリーズQVシリーズQVシリーズ

273,900円税込

■CPU：Core i5-1145G7 2.0GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.0インチ(2880×1920)
■光学ドライブ：非搭載
■無線：無/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11時間
■サイズ:273×209.2×18.7mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.0GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.0インチ(2880×1920)
■光学ドライブ：非搭載
■無線：無/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11時間
■サイズ:273×209.2×18.7mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.0GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■12.0インチ(2880×1920)
■光学ドライブ：非搭載
■無線：無/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約11時間
■サイズ:273×209.2×18.7mm

Pro
(64bit)

約0.949kg

CF-QV1RDAVSCF-QV1RDAVSCF-QV1RDAVSCF-QV1RDAVS

12.0型
WUXGA TFTカラー液晶

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

FVシリーズFVシリーズFVシリーズFVシリーズ

368,500円税込

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i7-1165G7 2.8GHz
■メモリ：16GB　■SSD：512GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

Pro
(64bit)

約1.139kg

CF-FV1GFNQRCF-FV1GFNQRCF-FV1GFNQRCF-FV1GFNQR

14.0型
WQHD

第11世代 インテル Core i7搭載第11世代 インテル Core i7搭載

限定
特価

LVシリーズLVシリーズLVシリーズLVシリーズ

173,800円税込

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×225.3×24.5mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×225.3×24.5mm

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×225.3×24.5mm

Pro
(64bit)

約1.170kg

CF-LV8KD5VSCF-LV8KD5VSCF-LV8KD5VSCF-LV8KD5VS

14.0型
フルHD

第8世代 インテル Core i5搭載第8世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

LVシリーズLVシリーズLVシリーズLVシリーズ

231,000円税込

■CPU：Core i5-10310U 1.7GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×225.3×24.5mm

■CPU：Core i5-10310U 1.7GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×225.3×24.5mm

■CPU：Core i5-10310U 1.7GHz
■メモリ：8GB　■SSD：256GB
■14インチ(1920×1080)
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約13時間
■サイズ:333×225.3×24.5mm

Pro
(64bit)

約1.26kg

CF-LV9RDAVSCF-LV9RDAVSCF-LV9RDAVSCF-LV9RDAVS

14.0型
フルHD

第10世代 インテル Core i5搭載第10世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

FVシリーズFVシリーズFVシリーズFVシリーズ

272,800円税込

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

Pro
(64bit)

約1.129kg

CF-FV1RFAVSCF-FV1RFAVSCF-FV1RFAVSCF-FV1RFAVS

14.0型
WQHD

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

限定
特価

FVシリーズFVシリーズFVシリーズFVシリーズ

259,600円税込

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

■CPU：Core i5-1145G7 2.6GHz
■メモリ：16GB　■SSD：256GB
■14インチ(2160×1440)
■光学ドライブ：非搭載
■無線/有線LAN：有
■Win10 Pro 64bit
■駆動時間：約21時間
■サイズ:308.6×235.3×18.2mm

Pro
(64bit)

約1.099kg

CF-FV1RDAVSCF-FV1RDAVSCF-FV1RDAVSCF-FV1RDAVS

第11世代 インテル Core i5搭載第11世代 インテル Core i5搭載

限定
特価
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11インチ iPad Pro Wi-Fi モデル 注文番号 2109010908

注文番号 210901090527インチ iMac 注文番号 210901090424インチ iMac

12.9インチ iPad Pro Wi-Fi モデル 注文番号 2109010907

10.9インチ iPad Air　WiFi モデル 注文番号 210901091010.2インチ iPad WiFi モデル 注文番号 2109010909

13インチMacBook Air 注文番号 2109010901 16インチMacBook Pro 注文番号 210901090313インチMacBook Pro 注文番号 2109010902

注文番号 2109010906Mac mini

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8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

MacBook Air/ MacBook Pro / iMac / MacPro / iPadシリーズMacBook Air/ MacBook Pro / iMac / MacPro / iPadシリーズApple 製品Apple 製品

 103,180 103,180アカデミック
価格

アカデミック
価格 130,680130,680円税込円

税込

13型

[共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■8コアCPU、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
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

[共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■8コアCPU、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
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

最も薄くて軽いAppleのノートブック最も薄くて軽いAppleのノートブック
約1.29kg

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

■7コアGPU ■8コアGPU
SSD 256GB SSD 512GB アカデミック

価格
アカデミック
価格

話題の
M1チップ搭載
モデル

136,180136,180円税込 158,180158,180円税込
SSD 256GB SSD 512GB

アカデミック
価格

アカデミック
価格73,80073,800円税込 95,80095,800円税込

SSD 256GB SSD 512GB

[共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■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×2
■感圧タッチトラック
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

[共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■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×2
■感圧タッチトラック
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

Apple M1チップを搭載。
その速さとパワーは信じられないほどです。
Apple M1チップを搭載。
その速さとパワーは信じられないほどです。

13型

約1.4kg

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）

アカデミック
価格

アカデミック
価格

■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）

250,580250,580 294,580294,580

16型

[共通仕様〕
■16インチRetinaディスプレイ
■3,072×1,920ピクセル標準解像度
■16GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Thunderbolt 3ポート× 4
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

[共通仕様〕
■16インチRetinaディスプレイ
■3,072×1,920ピクセル標準解像度
■16GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Thunderbolt 3ポート× 4
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

[共通仕様〕
■16インチRetinaディスプレイ
■3,072×1,920ピクセル標準解像度
■16GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Thunderbolt 3ポート× 4
■Touch BarとTouch IDセンサーパッド
■Magic Keyboard -日本語(JIS)

Appleが作ったものの中で
最もパワフルなノートブックです。
Appleが作ったものの中で
最もパワフルなノートブックです。

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）
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）
16インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー）

円
税込

円
税込

SSD 512GB SSD 1TB

27型

[共通仕様〕
■メモリ:8GB
■Thunderbolt 3ポート×2
■5,120×2,880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)

[共通仕様〕
■メモリ:8GB
■Thunderbolt 3ポート×2
■5,120×2,880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)

[共通仕様〕
■メモリ:8GB
■Thunderbolt 3ポート×2
■5,120×2,880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

5K RetinaディスプレイMac最大の
画面で、大きなことを。
5K RetinaディスプレイMac最大の
画面で、大きなことを。
5K RetinaディスプレイMac最大の
画面で、大きなことを。
5K RetinaディスプレイMac最大の
画面で、大きなことを。
5K RetinaディスプレイMac最大の
画面で、大きなことを。

新しい心臓。さらなる能力。新しい心臓。さらなる能力。新しい心臓。さらなる能力。新しい心臓。さらなる能力。新しい心臓。さらなる能力。

226,800226,800円税込

201,800201,800円税込 250,800250,800円税込

SSD 512GB SSD 512GB 

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

■Core i7(第10世代Core i7 3.8GHz)
■Radeon Pro 5500XT(8GB)

SSD 256GB SSD 256GB 256GB SSD256GB SSD

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
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
27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイ

Mac miniMac miniMac miniMac miniMac mini

165,800165,800円税込

148,800148,800円税込
■7コアGPU
■Magic Keyboard
■ギガビットEthernet(オプション)

■8コアGPU
■ギガビットEthernet
■Touch ID搭載Magic Keyboard

(ブルー、グリーン、ピンク、シルバー)(ブルー、グリーン、ピンク、シルバー)

(ブルー、グリーン、ピンク、シルバー、
イエロー、オレンジ、パープル)
(ブルー、グリーン、ピンク、シルバー、
イエロー、オレンジ、パープル)

24型

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した
　8コアCPU 16コアNeural Engine
■8GBユニファイドメモリ
■24インチ4.5K Retinaディスプレイ
■4,480×2,520ピクセル標準解像度
■Thunderbolt / USB 4ポート×2
■Magic Mouse

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した
　8コアCPU 16コアNeural Engine
■8GBユニファイドメモリ
■24インチ4.5K Retinaディスプレイ
■4,480×2,520ピクセル標準解像度
■Thunderbolt / USB 4ポート×2
■Magic Mouse

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した
　8コアCPU 16コアNeural Engine
■8GBユニファイドメモリ
■24インチ4.5K Retinaディスプレイ
■4,480×2,520ピクセル標準解像度
■Thunderbolt / USB 4ポート×2
■Magic Mouse

Appleが生み出した
最高のオールインワンが、
M1チップで新しい次元へ。

Appleが生み出した
最高のオールインワンが、
M1チップで新しい次元へ。

Appleが生み出した
最高のオールインワンが、
M1チップで新しい次元へ。

Appleが生み出した
最高のオールインワンが、
M1チップで新しい次元へ。

Appleが生み出した
最高のオールインワンが、
M1チップで新しい次元へ。

約4.46kg 約4.48kg

24インチ iMac24インチ iMac

24インチ iMac24インチ iMac24インチ iMac24インチ iMac24インチ iMac

アカデミック
価格 アカデミック

価格

アカデミック
価格

SSD 512GB SSD 512GB アカデミック
価格

256GB SSD256GB SSD
アカデミック
価格

187,800187,800円税込
512GB SSD512GB SSD

アカデミック
価格

NEWNEW

[共通仕様〕
ハードウェア
■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〕
ハードウェア
■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〕
ハードウェア
■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

約466g

11型

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
■8コアGPU・16コアNeural Engine
■Liquid Retinaディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載11インチ（対角）
　LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,388×1,668ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
■8コアGPU・16コアNeural Engine
■Liquid Retinaディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載11インチ（対角）
　LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,388×1,668ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
■8コアGPU・16コアNeural Engine
■Liquid Retinaディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載11インチ（対角）
　LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,388×1,668ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

Liquid Retinaディスプレイ。
鮮烈な体験を持ち歩こう。
Liquid Retinaディスプレイ。
鮮烈な体験を持ち歩こう。

100,800100,800円税込

166,800166,800円税込118,800118,800円税込

128GB 8GB RAM128GB 8GB RAM

512GB 8GB RAM512GB 8GB RAM

88,80088,800円税込
256GB 8GB RAM256GB 8GB RAM

2TB 16GB RAM2TB 16GB RAM1TB 16GB RAM1TB 16GB RAM

214,800214,800円税込

11インチiPad Pro
Wi-Fiモデル
（シルバー、スペースグレイ)

11インチiPad Pro
Wi-Fiモデル
（シルバー、スペースグレイ) 129,800129,800円税込

201,800201,800円税込153,800153,800円税込

128GB 8GB RAM128GB 8GB RAM128GB 8GB RAM128GB 8GB RAM128GB 8GB RAM

512GB 8GB RAM512GB 8GB RAM

117,800117,800円税込
256GB 8GB RAM256GB 8GB RAM256GB 8GB RAM256GB 8GB RAM256GB 8GB RAM

2TB 16GB RAM2TB 16GB RAM1TB 16GB RAM1TB 16GB RAM

249,800249,800円税込

12.9インチiPad Pro
 Wi-Fiモデル
（シルバー、スペースグレイ)

12.9インチiPad Pro
 Wi-Fiモデル
（シルバー、スペースグレイ)

約682g

12.9型

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
■8コアGPU・16コアNeural Engine
■Liquid Retina XDRディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載12.9インチ（対角）ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した
　2Dバックライトシステム
■2,732×2,048ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
■8コアGPU・16コアNeural Engine
■Liquid Retina XDRディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載12.9インチ（対角）ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した
　2Dバックライトシステム
■2,732×2,048ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■Apple M1チップ
■4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
■8コアGPU・16コアNeural Engine
■Liquid Retina XDRディスプレイ
■IPSテクノロジー搭載12.9インチ（対角）ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
■2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した
　2Dバックライトシステム
■2,732×2,048ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■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
■2,160×1,620ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第1世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■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
■2,160×1,620ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第1世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■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
■2,160×1,620ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第1世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■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
■2,360×1,640ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■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
■2,360×1,640ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

[共通仕様〕
■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
■2,360×1,640ピクセル解像度、264ppi
※Apple Pencil（第2世代）に対応(別売り)

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

Liquid Retina XDRディスプレイ。
プロが2度見する美しさ。
Liquid Retina XDRディスプレイ。
プロが2度見する美しさ。
Liquid Retina XDRディスプレイ。
プロが2度見する美しさ。
Liquid Retina XDRディスプレイ。
プロが2度見する美しさ。
Liquid Retina XDRディスプレイ。
プロが2度見する美しさ。NEWNEW NEWNEW

約490g

10.2型軽々と持ち運べるクリエイティブスタジオです。軽々と持ち運べるクリエイティブスタジオです。

32GB32GB

36,08036,080円税込
128GB128GB

47,08047,080円税込
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）

こんなに使いやすくて多才なデバイスは、
ほかにありません。
こんなに使いやすくて多才なデバイスは、
ほかにありません。
こんなに使いやすくて多才なデバイスは、
ほかにありません。
こんなに使いやすくて多才なデバイスは、
ほかにありません。
こんなに使いやすくて多才なデバイスは、
ほかにありません。

64GB　64GB　

63,58063,580円税込
256GB256GB

82,28082,280円税込

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）
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 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

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格

アカデミック
価格
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注文番号 2109011001液晶モニター

限定
特価 18,800円税込

■サイズ：21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub/HDMI
■スピーカー：搭載
■W502×D199×H359mm

■サイズ：21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub/HDMI
■スピーカー：搭載
■W502×D199×H359mm

■サイズ：21.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Sub/HDMI
■スピーカー：搭載
■W502×D199×H359mm

注文番号 2109011002液晶モニター 注文番号 2109011003液晶モニター

周辺機器 (モニター、プリンター、スキャナ )周辺機器 (モニター、プリンター、スキャナ ) 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21.5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21.5型ワイド液晶ディスプレイ

注文番号 2109011004液晶モニター 注文番号 2109011005液晶モニター 注文番号 2109011006液晶モニター

注文番号 2109011010プリンター 注文番号 2109011011プリンター 注文番号 2109011012プリンター

注文番号 2109011013プリンター 注文番号 2109011014プリンター 注文番号 2109011015プリンター

約3.5kg

21.5型

注文番号 2109011016スキャナ 注文番号 2109011017スキャナ 注文番号 2109011018スキャナ

LCD-AH221EDB-A

限定
特価 22,800円税込271V8/11 271V8/11 271V8/11 271V8/11 

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：VGA/HDMI
■スピーカー：非搭載
■W613×D231×H456mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：VGA/HDMI
■スピーカー：非搭載
■W613×D231×H456mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：VGA/HDMI
■スピーカー：非搭載
■W613×D231×H456mm

どこまでもくっきりと鮮やかな映像どこまでもくっきりと鮮やかな映像

約3.75kg

27型 27型

限定
特価 34,800円税込P2722HP2722HP2722HP2722H

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/VGA/DisplayPort
■スピーカー：非搭載
■W609.9×D190.1×H534.15mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/VGA/DisplayPort
■スピーカー：非搭載
■W609.9×D190.1×H534.15mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/VGA/DisplayPort
■スピーカー：非搭載
■W609.9×D190.1×H534.15mm

ComfortView Plusテクノロジーを搭載した、
このスタイリッシュな27インチFHDモニター
ComfortView Plusテクノロジーを搭載した、
このスタイリッシュな27インチFHDモニター

約6.77kg

限定
特価 39,800円税込LCD-MQ271XDB-A LCD-MQ271XDB-A LCD-MQ271XDB-A LCD-MQ271XDB-A 

■サイズ：27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI/DisplayPort/USB
■スピーカー：搭載
■W620×D240×H443mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI/DisplayPort/USB
■スピーカー：搭載
■W620×D240×H443mm

■サイズ：27インチ
■最大解像度：2560×1440
■接続端子：HDMI/DisplayPort/USB
■スピーカー：搭載
■W620×D240×H443mm

フルHDを超える高解像度WQHDに対応！フルHDを超える高解像度WQHDに対応！

約5.3kg

27型

限定
特価 22,800円税込LCD-DF241EDB-A LCD-DF241EDB-A LCD-DF241EDB-A LCD-DF241EDB-A 

■サイズ：23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/アナログRGB/DisplayPort
■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：HDMI/アナログRGB/DisplayPort
■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：HDMI/アナログRGB/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W553×D215×H388mm

目に優しいヘルスケア機能搭載！
23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル
目に優しいヘルスケア機能搭載！
23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル

約3.9kg

23.8型

限定
特価 19,800円税込V246HYLCbidf V246HYLCbidf V246HYLCbidf V246HYLCbidf 

■サイズ：23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/DVI-D/ミニD-Sub15ピン
■スピーカー：非搭載
■W554.4×D206.8×H415.8mm

■サイズ：23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/DVI-D/ミニD-Sub15ピン
■スピーカー：非搭載
■W554.4×D206.8×H415.8mm

■サイズ：23.8インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：HDMI/DVI-D/ミニD-Sub15ピン
■スピーカー：非搭載
■W554.4×D206.8×H415.8mm

23.8型 16:9目に優しい機能搭載のフルHDディスプレイ23.8型 16:9目に優しい機能搭載のフルHDディスプレイ

約4.25kg

23.8型

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

限定
特価 57,800円税込

■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

A3
カラーレーザー

注文番号 2109011007液晶モニター 注文番号 2109011008液晶モニター 注文番号 2109011009液晶モニター

RICOH SP C740RICOH SP C740RICOH SP C740RICOH SP C740

限定
特価 31,800円税込

約6.6kg

A4
カラーインクジェット

PIXUSTS8430（BK)
TS8430 （WH)
TS8430 （RED)

PIXUSTS8430（BK)
TS8430 （WH)
TS8430 （RED)

PIXUSTS8430（BK)
TS8430 （WH)
TS8430 （RED)

PIXUSTS8430（BK)
TS8430 （WH)
TS8430 （RED)

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/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
■W373×D319×H141mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/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
■W373×D319×H141mm

■最高解像度：4800×1200dpi
■接続：USB2.0/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
■W373×D319×H141mm

迷ったらコレ! コンパクトボディに充実の機能搭載
高画質ハイスペックモデル
迷ったらコレ! コンパクトボディに充実の機能搭載
高画質ハイスペックモデル

限定
特価 34,800円税込

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：アナログRGB/DisplayPort/HDMI
■スピーカー：搭載
■W726×D180×H478mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：アナログRGB/DisplayPort/HDMI
■スピーカー：搭載
■W726×D180×H478mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：アナログRGB/DisplayPort/HDMI
■スピーカー：搭載
■W726×D180×H478mm

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

約6.9kg

31.5型

LCD-DF321XDB-A 
限定
特価 62,800円税込XUB3493WQSU-B1 XUB3493WQSU-B1 XUB3493WQSU-B1 XUB3493WQSU-B1 

■サイズ：34インチ
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W817×D230×H418～548mm

■サイズ：34インチ
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W817×D230×H418～548mm

■サイズ：34インチ
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W817×D230×H418～548mm

広視野角と色再現性に優れたIPS方式パネル採用の
ウルトラワイドディスプレイ
広視野角と色再現性に優れたIPS方式パネル採用の
ウルトラワイドディスプレイ

約10.8kg

34型

限定
特価 49,800円税込EW3270U EW3270U EW3270U EW3270U 

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W726.4×D215×H522.2mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W726.4×D215×H522.2mm

■サイズ：31.5インチ
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI/DisplayPort
■スピーカー：搭載
■W726.4×D215×H522.2mm

31.5インチ 4K HDRアイケアモニター EW3270U31.5インチ 4K HDRアイケアモニター EW3270U

約7.5kg

31.5型

手頃な価格のA3カラープリンターは、一般的なオフィス
文書から大判サイズまで、あらゆる印刷ニーズに対応
手頃な価格のA3カラープリンターは、一般的なオフィス
文書から大判サイズまで、あらゆる印刷ニーズに対応

限定
特価 89,800円税込

■最高解像度：600×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W545×D599×H338mm

■最高解像度：600×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W545×D599×H338mm

■最高解像度：600×600dpi
■接続：USB2.0/有線LAN
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W545×D599×H338mm

約40.9kg

A3
カラーレーザー

LaserJet Pro Color
CP5225dn
CE712A#ABJ 

LaserJet Pro Color
CP5225dn
CE712A#ABJ 

LaserJet Pro Color
CP5225dn
CE712A#ABJ 

LaserJet Pro Color
CP5225dn
CE712A#ABJ 

限定
特価 49,800円税込

約40kg

A3
カラーレーザー

C824DNC824DNC824DNC824DN

■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

世界最小※1ながらコストパフォーマンスにも優れた
5年間無償サービスのスタンダードモデル
世界最小※1ながらコストパフォーマンスにも優れた
5年間無償サービスのスタンダードモデル

限定
特価 23,800円税込

約18.1kg

A4
カラーレーザー

HL-L3230CDWHL-L3230CDWHL-L3230CDWHL-L3230CDW

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/自動両面印刷
■W410×D461×H252mm

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/自動両面印刷
■W410×D461×H252mm

■最高解像度：600×2400dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ダイレクト印刷/自動両面印刷
■W410×D461×H252mm

無線LAN ＆自動両面プリントに対応
コンパクト・カラープリンター
無線LAN ＆自動両面プリントに対応
コンパクト・カラープリンター

限定
特価 32,800円税込

約24.1kg

A4
カラーレーザー

PR-L5800CPR-L5800CPR-L5800CPR-L5800C

■最高解像度：1200×2400dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W420×D481×H347mm

■最高解像度：1200×2400dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W420×D481×H347mm

■最高解像度：1200×2400dpi
■接続：USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)
■ネットワーク印刷/自動両面印刷
■W420×D481×H347mm

モバイルプリントの活用および生産性を強化した
省スペース設計のA4カラーページプリンタ
モバイルプリントの活用および生産性を強化した
省スペース設計のA4カラーページプリンタ

※1 A3カラーLED／レーザープリンターの設置面積（A3使用時）において。
2021年4月現在現在。当社調べ。（当社製品を除く）
※1 A3カラーLED／レーザープリンターの設置面積（A3使用時）において。
2021年4月現在現在。当社調べ。（当社製品を除く）

限定
特価 41,800円税込

約3.4kg

FI-IX1600FI-IX1600FI-IX1600FI-IX1600

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：USB3.2 Gen1/無線LAN:○
■最大セット可能枚数：50枚
■W292×D161×H152mm

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：USB3.2 Gen1/無線LAN:○
■最大セット可能枚数：50枚
■W292×D161×H152mm

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：USB3.2 Gen1/無線LAN:○
■最大セット可能枚数：50枚
■W292×D161×H152mm

やりたいことをワンタッチ！簡単操作のタッチパネル搭載やりたいことをワンタッチ！簡単操作のタッチパネル搭載

限定
特価 34,800円税込

約3.2kg

FI-IX1400FI-IX1400FI-IX1400FI-IX1400

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：USB3.2 Gen1/無線LAN:×
■最大セット可能枚数：50枚
■W292×D161×H152mm

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：USB3.2 Gen1/無線LAN:×
■最大セット可能枚数：50枚
■W292×D161×H152mm

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：USB3.2 Gen1/無線LAN:×
■最大セット可能枚数：50枚
■W292×D161×H152mm

コストパフォーマンスに優れた
シンプルな操作のUSB専用モデル
コストパフォーマンスに優れた
シンプルな操作のUSB専用モデル

限定
特価 21,800円税込

約0.4kg

A4/はがき/
名刺/レシート

A4/はがき/
名刺/レシート

A4/はがき/
名刺/レシート

FI-IX100A FI-IX100A FI-IX100A FI-IX100A 

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：microUSB2.0/無線LAN:○
■光源：RGB3色LED
■W273×D47.5×H36mm

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：microUSB2.0/無線LAN:○
■光源：RGB3色LED
■W273×D47.5×H36mm

■最大読取範囲：216×360mm
■接続：microUSB2.0/無線LAN:○
■光源：RGB3色LED
■W273×D47.5×H36mm

いつでも快適に使えるモバイルモデルいつでも快適に使えるモバイルモデル
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周辺機器 (プロジェクタ、外付けHDD、WEBカメラなど )周辺機器 (プロジェクタ、外付けHDD、WEBカメラなど ) 厳 選アイテム厳 選アイテム

注文番号 2109011101プロジェクタ

限定
特価 54,800円税込EB-X06 

■最大輝度：3600ルーメン
■パネル画素数：1024×768
■スピーカー：搭載
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3600ルーメン
■パネル画素数：1024×768
■スピーカー：搭載
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3600ルーメン
■パネル画素数：1024×768
■スピーカー：搭載
■W302×D234×H77mm

注文番号 2109011103プロジェクタ

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

注文番号 2109011102プロジェクタ

約2.5kg

注文番号 2109011104プロジェクタ 注文番号 2109011105プロジェクタ 注文番号 2109011106プロジェクタ

注文番号 2109011107ポータブルHDD 注文番号 2109011108ポータブルSSD 注文番号 2109011109外付けHDD

注文番号 2109011110WEBカメラ

限定
特価 9,680円税込C922n 

YVC-200（B）/
YVC-200（W）

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■最大フレームレート：720p 60fps/1080p 30fps
■最短撮影距離：7cm
■W95×D71×H44mm

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■最大フレームレート：720p 60fps/1080p 30fps
■最短撮影距離：7cm
■W95×D71×H44mm

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■最大フレームレート：720p 60fps/1080p 30fps
■最短撮影距離：7cm
■W95×D71×H44mm

注文番号 2109011111WEBカメラ 注文番号 2109011112WEBカメラ

約162g

本格的なストリーミング ウェブカメラ
超高速HD720p@60fps フルHD 1080p@30fps
本格的なストリーミング ウェブカメラ
超高速HD720p@60fps フルHD 1080p@30fps

限定
特価 16,800円税込C930eR 

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■最大フレームレート：30fps
■インターフェース：USB
■W94×D71×H43.3mm

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■最大フレームレート：30fps
■インターフェース：USB
■W94×D71×H43.3mm

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■最大フレームレート：30fps
■インターフェース：USB
■W94×D71×H43.3mm 約162g

高度な1080pビジネス
ウェブカメラ（H.264対応）
高度な1080pビジネス
ウェブカメラ（H.264対応）

限定
特価 21,800円税込C1000eR 

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
(最大4096x2160ピクセル)
■最大フレームレート：90fps
■インターフェース：USB
■W102×D27×H27mm

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
(最大4096x2160ピクセル)
■最大フレームレート：90fps
■インターフェース：USB
■W102×D27×H27mm

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
(最大4096x2160ピクセル)
■最大フレームレート：90fps
■インターフェース：USB
■W102×D27×H27mm 約63g

プレミアム4Kウェブカメラ（HDR対応および
Windows® Helloサポート）
プレミアム4Kウェブカメラ（HDR対応および
Windows® Helloサポート）

注文番号 2109011113スピーカーフォン

限定
特価 29,800円税込

注文番号 2109011114スピーカーフォン 注文番号 2109011115USBマイクロホン

注文番号 2109011116ペンタブレット 注文番号 2109011117ペンタブレット 注文番号 2109011118液晶ペンタブレット

AT9934USB 
限定
特価 13,800円税込

約252g

パソコンでの動画投稿時の収音や
音楽収音に最適
小型＆高性能サイドアドレス
USBマイクロホン

パソコンでの動画投稿時の収音や
音楽収音に最適
小型＆高性能サイドアドレス
USBマイクロホン

限定
特価 129,800円税込EB-FH52 

■最大輝度：4000ルーメン
■パネル画素数：1920×1080
■スピーカー：搭載
■W309×D282×H90mm

■最大輝度：4000ルーメン
■パネル画素数：1920×1080
■スピーカー：搭載
■W309×D282×H90mm

■最大輝度：4000ルーメン
■パネル画素数：1920×1080
■スピーカー：搭載
■W309×D282×H90mm

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

約3.1kg

限定
特価 69,800円税込POWER PROJECTOR

LV-WX320

■最大輝度：3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■スピーカー：搭載
■W282×D232×H114.5mm

■最大輝度：3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■スピーカー：搭載
■W282×D232×H114.5mm

■最大輝度：3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■スピーカー：搭載
■W282×D232×H114.5mm

2.5kgの軽量ボディーで3200lm
HDMI端子がMHL接続に対応し、スマートフォンや
タブレットから直接接続が可能

2.5kgの軽量ボディーで3200lm
HDMI端子がMHL接続に対応し、スマートフォンや
タブレットから直接接続が可能

約2.5kg

限定
特価 39,800円税込PRJ-9 

■最大輝度：30ルーメン
■パネル画素数：640×360
■スピーカー：搭載
■W107.8×D80.4×H17.2mm

■最大輝度：30ルーメン
■パネル画素数：640×360
■スピーカー：搭載
■W107.8×D80.4×H17.2mm

■最大輝度：30ルーメン
■パネル画素数：640×360
■スピーカー：搭載
■W107.8×D80.4×H17.2mm

ポケットに収まるモバイルプロジェクターポケットに収まるモバイルプロジェクター

約0.165kg

限定
特価 89,800円税込RICOH PJ WXC1210

■最大輝度：800ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■スピーカー：搭載
■W112.5×D105×H43.9mm

■最大輝度：800ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■スピーカー：搭載
■W112.5×D105×H43.9mm

■最大輝度：800ルーメン
■パネル画素数：1280×800
■スピーカー：搭載
■W112.5×D105×H43.9mm

超小型なのに明るくて高画質
ビジネスシーンで使えるハンディモデル
超小型なのに明るくて高画質
ビジネスシーンで使えるハンディモデル

約0.5kg

限定
特価 54,800円税込C-13W

■最大輝度：130ルーメン
■パネル画素数：854×480
■スピーカー：搭載
■W120×D120×H33mm

■最大輝度：130ルーメン
■パネル画素数：854×480
■スピーカー：搭載
■W120×D120×H33mm

■最大輝度：130ルーメン
■パネル画素数：854×480
■スピーカー：搭載
■W120×D120×H33mm

パソコン、スマートフォンいらずでネット接続
プロジェクターの用途を広げるミニプロジェクター
パソコン、スマートフォンいらずでネット接続
プロジェクターの用途を広げるミニプロジェクター

約0.41kg

約180g

約1kg

耐衝撃ボディを採用した容量2TB/4TB/
5TBのポータブルHDD
耐衝撃ボディを採用した容量2TB/4TB/
5TBのポータブルHDD

限定
特価 12,800円税込
■容量：2TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H16mm

■容量：2TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H16mm

■容量：2TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H16mm

HD-PGF2.0
U3-BBKA(2TB)
HD-PGF2.0
U3-BBKA(2TB)
HD-PGF2.0
U3-BBKA(2TB)
HD-PGF2.0
U3-BBKA(2TB)

約250g

限定
特価 16,800円税込
■容量：4TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H21.5mm

■容量：4TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H21.5mm

■容量：4TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H21.5mm

HD-PGF4.0
U3-GBKA(4TB)
HD-PGF4.0
U3-GBKA(4TB)
HD-PGF4.0
U3-GBKA(4TB)
HD-PGF4.0
U3-GBKA(4TB)

約250g

限定
特価 19,800円税込
■容量：5TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H21.5mm

■容量：5TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H21.5mm

■容量：5TB
■USB3.1 Gen1(USB3.0)
■W79.5×D119×H21.5mm

HD-PGF5.0
U3-GBKA（5TB）
HD-PGF5.0
U3-GBKA（5TB）
HD-PGF5.0
U3-GBKA（5TB）
HD-PGF5.0
U3-GBKA（5TB）

頑丈なストレージでデータを保護頑丈なストレージでデータを保護 限定
特価 24,800円税込
■容量：1TB■容量：1TB■容量：1TB

SDSSDE61-
1T00-J25（1TB)
SDSSDE61-
1T00-J25（1TB)
SDSSDE61-
1T00-J25（1TB)
SDSSDE61-
1T00-J25（1TB)

限定
特価 43,800円税込
■容量：2TB■容量：2TB■容量：2TB

SDSSDE61-
2T00-J25（2TB）
SDSSDE61-
2T00-J25（2TB）
SDSSDE61-
2T00-J25（2TB）
SDSSDE61-
2T00-J25（2TB）

限定
特価 79,800円税込
■容量：4TB■容量：4TB■容量：4TB

SDSSDE61-
4T00-J25（4TB）　
SDSSDE61-
4T00-J25（4TB）　
SDSSDE61-
4T00-J25（4TB）　
SDSSDE61-
4T00-J25（4TB）　

異常を検知したら
即お知らせ！
異常を検知したら
即お知らせ！

限定
特価 16,800円税込
■容量：2TB■容量：2TB■容量：2TB

HD-LX2.0
U3D（2TB）
HD-LX2.0
U3D（2TB）
HD-LX2.0
U3D（2TB）
HD-LX2.0
U3D（2TB）

限定
特価 19,800円税込
■容量：4TB■容量：4TB■容量：4TB

HD-LX4.0
U3D（4TB）
HD-LX4.0
U3D（4TB）
HD-LX4.0
U3D（4TB）
HD-LX4.0
U3D（4TB）

限定
特価28,800円税込
■容量：6TB■容量：6TB■容量：6TB

HD-LX6.0
U3D（6TB)
HD-LX6.0
U3D（6TB)
HD-LX6.0
U3D（6TB)
HD-LX6.0
U3D（6TB)

■USB 3.0/2.0
■W39×D189×H123mm

■USB 3.2 Gen 2
■W52.42×D8.95×H100.54mm

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。

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

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

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

約280g

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

■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

■コンデンサー
■ケーブル：有線
■周波数特性：(高音)20kHz/(低音)20Hz
■全長：132mm
■最大径：49mm 

■コンデンサー
■ケーブル：有線
■周波数特性：(高音)20kHz/(低音)20Hz
■全長：132mm
■最大径：49mm 

■コンデンサー
■ケーブル：有線
■周波数特性：(高音)20kHz/(低音)20Hz
■全長：132mm
■最大径：49mm 

限定
特価 57,800円税込YVC-330

約800g

限定
特価 19,800円税込CTL-6100WL/K0

約410g

ワコムのペンタブレットでリモートワークや遠隔教育ワコムのペンタブレットでリモートワークや遠隔教育

■ワイヤレス接続:Bluetooth 2.1以上
■読取分解能：2540 lpi
■同梱ペン：Wacom Pen 4K
■付属接続ケーブル：USBケーブル
　（ケーブルバンド付。1.5m）

■ワイヤレス接続:Bluetooth 2.1以上
■読取分解能：2540 lpi
■同梱ペン：Wacom Pen 4K
■付属接続ケーブル：USBケーブル
　（ケーブルバンド付。1.5m）

■ワイヤレス接続:Bluetooth 2.1以上
■読取分解能：2540 lpi
■同梱ペン：Wacom Pen 4K
■付属接続ケーブル：USBケーブル
　（ケーブルバンド付。1.5m）

限定
特価 39,800円税込PTH-660/K0

約700g

新次元のプロフェッショナルペンタブレット新次元のプロフェッショナルペンタブレット

■ワイヤレス接続:Bluetooth 2.1以上
■読取可能範囲：224×148mm
■同梱ペン：Wacom Pro Pen 2
■付属接続ケーブル：USBケーブル
　（USB Type-C - USB,2m）

■ワイヤレス接続:Bluetooth 2.1以上
■読取可能範囲：224×148mm
■同梱ペン：Wacom Pro Pen 2
■付属接続ケーブル：USBケーブル
　（USB Type-C - USB,2m）

■ワイヤレス接続:Bluetooth 2.1以上
■読取可能範囲：224×148mm
■同梱ペン：Wacom Pro Pen 2
■付属接続ケーブル：USBケーブル
　（USB Type-C - USB,2m）

限定
特価 42,800円税込DTC133W0D

約1kg

フルHD解像度を採用した13.3型液晶ペンタブレットフルHD解像度を採用した13.3型液晶ペンタブレット

■表示サイズ:13.3型
■最大表示解像度：フルHD (1920×1080ドット)
■PC/Mac接続：HDMIポート、USB-Aポート
■最大表示色:1677万色 (8bit)

■表示サイズ:13.3型
■最大表示解像度：フルHD (1920×1080ドット)
■PC/Mac接続：HDMIポート、USB-Aポート
■最大表示色:1677万色 (8bit)

■表示サイズ:13.3型
■最大表示解像度：フルHD (1920×1080ドット)
■PC/Mac接続：HDMIポート、USB-Aポート
■最大表示色:1677万色 (8bit)
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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

SSD500GB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
（SSD500GB+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

ー 12ー
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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。

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!

注文番号 2109011321

24,80024,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2109011322

44,80044,800円(税込)
注文番号 2109011323

19,80019,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2109011324

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。

※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。

94,80094,800円円(税込)(税込)

2年版

1年版

注文番号 2109011301 159,800159,800円
(税込)

円
(税込)

注文番号 2109011302 99,80099,800
2年版

1年版

注文番号 2109011303 109,800109,800円
(税込)

円
(税込)

注文番号 2109011314 69,80069,800
2年版

1年版

注文番号 2109011305 94,80094,800円
(税込)

円
(税込)

注文番号 2109011306 59,80059,800

3ヶ月プラン

6ヶ月プラン

注文番号 2109011314 34,80034,800円(税込)
注文番号 2109011315 44,80044,800円(税込)

12ヶ月プラン注文番号 2109011316 64,80064,800円(税込)

注文番号 2109011313

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

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 2109011317

39,80039,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2109011318

59,80059,800円(税込)
注文番号 2109011319

34,80034,800円(税込)3ヶ月 6ヶ月

注文番号 2109011320

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!
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

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。

注文番号 2109011307 79,80079,800円(税込)
注文番号 2109011308 99,80099,800円(税込)

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

注文番号 2109011309 109,800109,800円(税込)
注文番号 2109011310 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 2109011311

注文番号 2109011312

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

SOFTBANK エリア30GB/月プラン

SOFTBANK エリア50GB/月プラン

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 2109011325 注文番号 2109011326 注文番号 2109011327

注文番号 2109011328 注文番号 2109011329 注文番号 2109011330

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。

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

50GB/月プラン 30GB/月プラン 10GB/月プラン



アプライドがご提案する研究室・研究機関向けの最先端コンピューター

HPC/BTO
アプライドWEBサイト

WEBサイト上にて
各種カスタマイズ

見積りもご利用頂けます

検索アプライド HPC｜

https://bto.applied.ne.jp/

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

WEBサイトはこちらから
アプライド HPC/BTO PC専用

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 !

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。

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 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 !

大学様限定

アプライドが取り扱う

60万
アイテムを掲載

Appliedがお薦めするAIソリューション

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!!

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 

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

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 44,000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

154,000円

187,000円

396,000円

539,000円

99,000円

132,000円

264,000円

396,000円

132,000円

143,000円
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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

・オリジナルデザイン
・５ページまで
・PC版 /スマホ版

テンプレートデザイン オリジナルデザイン
PC向けサイト制作PC向けサイト制作

99,80099,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

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　スタンダードプラン

49,80049,800円 ～円 ～
(税込)(税込)PC向けサイト制作PC向けサイト制作

CMSパッケージ
プラン
CMSパッケージ
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

更新作業が面倒！自分では不安なので任せたい！

43,78043,780円 ～円 ～
(税込)(税込)

円 ～円 ～
(税込)(税込)

54,78054,780
　アクセスレポートプラン　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。

人気
NO.1

WEBサイト更新作業代行プラン

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

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！

187,800187,800円 ～円 ～
(税込)(税込)

CMS実装プラン

・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

・テンプレート選択（76パターン）
・５ページまで
・PC版のみ

・オリジナルデザイン・５ページまで・PC版 /スマホ版
・CMS実装＊弊社サーバ以外への導入は別途費用
・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

※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。

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。

検索大学・研究室向け広報｜

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。
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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
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
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https://applied-g.jp/online-course/index.html
または

WEBサイトからの
お申込みはこちら

サービスの詳細、ご利用申し込みはWEBサイトまたは営業担当、下記お電話にて

大学広報・研究室担当者様向け

WEB更新担当者育成講座
WEBによる情報発信において、大事なことは継続的に更新作業を行っていくことです。WEB更
新担当者育成講座では、その更新に利用するCMS、SNSなどの使い方から更新方法、WEB全般の
活用方法を講義し、スムーズなWeb更新作業と効果的な情報発信方法をお手伝いいたします。

この講座では、WEBの更新作業において、WEB全般の活用方法から、実際に組み込んである（組み込む予定）ツールの更新方法など、
実務に即した内容が受講でき、WEB更新担当者を育成するお手伝いを行います。

WEBに掲載する記事を活用して、動
画制作を行うこともできます。映像
撮影と編集を伴う動画制作を行い、
WEBへ掲載することで、さらにその
内容を伝えることができます。

制作した動画や撮影した写真をYoutubeやSNSに投稿するとともに、WEBサイ
トでも連動させることで、より効果的な情報発信を行うことができます。

CMSの更新
（WordPress） SMSとの連携 動画の活用

本講義で受講できる内容

CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の使い方

WEBとSNSの連動

動画の活用

※動画制作はオプションとなります。
埋め込み型ブログWordPress

アプライド

お電話でのご相談も承っております
TEL：092-481-8050
受付時間 平日 9:30～18:00

【 講座受講料 】法人様向けの講座となり、複数名同時受講の場合は、2名以上の受講料で適用できます。

※弊社でWEB制作したものが対象となります。※公費（校費）・科研費などでのお支払いはご相談ください

受講人数 1名 2名(法人契約） 3名(法人契約） 4名(法人契約） 5名(法人契約）

受講料合計(全5回） 55,000円(税込） 105,600円(税込） 155,100円(税込） 202,400円(税込） 247,500円(税込）

1名様あたりの受講料 48,000円（税抜）/名 47,000円（税抜）/名 46,000円（税抜）/名 45,000円（税抜）/名
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