
年 度 内 納 品 確 約モデル大特価!!
2月出荷予定

129,800129,800円円税込税込

注文番号 2302010101

(税抜118,000円)

年度末限定生産モデル

年度末限定生産モデル

OS

メモリ
Core i5 12400
(6コア/2.5GHz)

8GB
DDR4(増設可能)

500GB
NVMe(増設可能)

■ グラフィック: オンボード(Intel)
■ 光学ドライブ: DVDスーパーマルチ
■ 電源：300W (80PLUS GOLD)

■ CPU ：Core i7 1165G7
■ メモリ：16GB
■ SSD ：512GB
■ 光学ドライブ：非搭載
■ 画面：12.1型液晶（1920×1200）
■ Windows10 Pro 64bit
■ 重さ：約1.019㎏
■ バッテリー駆動時間：約19.5時間

■ チップセット：B660
■ マウス＆キーボード付属
■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証

ストレージ
Windows 10 Pro64bit
(Win11ダウングレード)

重たい処理でも快適な12世代Core i5搭載!
高耐久GOLD電源を搭載したスリムケースが使いやすい!

BT-i512400AS1H500SNVM

CF-SV1G21KS

100台限定!

16GB
仕様 +10,000+10,000円税込
32GB
仕様 +30,000+30,000円税込

249,800249,800円円税込税込
(税抜227,091円)

(税抜254,364円) (税抜272,545円)

SSD1TB
搭載モデル 279,800279,800円税込279,800279,800279,800円円円税込税込税込 SSD2TB

搭載モデル 299,800299,800円税込299,800299,800299,800円円円税込税込税込
(税抜199,818円) (税抜218,000円)

SSD512GB
搭載モデル 219,800219,800円税込219,800219,800219,800円円円税込税込税込 SSD1TB

搭載モデル 239,800239,800円税込239,800239,800239,800円円円税込税込税込

179,800179,800円円税込税込

注文番号 2302010102

注文番号 2302010103

注文番号 2302010105

注文番号 2302010104

(税抜163,455円)

年度末限定生産モデル

OS

メモリ
Core i7 12700
(12コア/2.1GHz)

16GB
DDR4(増設可能)

1TB
NVMe(増設可能)

■ グラフィック: オンボード(Intel)
■ 光学ドライブ: DVDスーパーマルチ
■ 電源：650W (80PLUS GOLD)

■ チップセット：B660
■ マウス＆キーボード付属
■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証

ストレージ
Windows 10 Pro64bit
(Win11ダウングレード)

Core i7、メモリ16GB、SSD1TBという理想の高性能モデル!
拡張性が高いミニタワーケースは冷却性能も抜群!

BT-i712700AS1H1TMNVM

安心の

1年間
保証付

100台限定!

32GB
仕様

2TB
仕様 +30,000+30,000円税込

+30,000+30,000円税込Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

安心の

4年間
保証付

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

軽量・コンパクトでモバイルワークに最適。
12.1型高速・ハイパフォーマンスモバイルPC

高性能モバイルCore i5搭載!
台数限定大特価!

■ CPU ：Core i5 8250U
■ メモリ：8GB
■ SSD ：256GB
■ 光学ドライブ：非搭載
■ 画面：12.5型液晶（FHD）
■ Windows10 Pro
■ 重さ ：約1.05kg

79,80079,800円円税込税込79,80079,80079,800円円円税込税込税込
(税抜72,545円)

持ち運びに便利なタッチパネル＆
コンバーチブルモデル!

12.1型
液晶画面

年度末限定生産モデル

■ CPU ：Core i5 10210U
■ メモリ：8GB
■ SSD ：256GB
■ 光学ドライブ：非搭載
■ 画面：12.1型液晶（1920×1200）
■ Windows10 Pro 64bit
■ 重さ：約0.919㎏
■ バッテリー駆動時間：約13時間

CF-SV9HD5VS

199,800199,800円円税込税込
(税抜181,636円)

安心の

4年間
保証付

Pro
(64bit)

軽量・コンパクトでモバイルワークに最適。
12.1型高速・ハイパフォーマンスモバイルPC
軽量・コンパクトでモバイルワークに最適。
12.1型高速・ハイパフォーマンスモバイルPC

12.1型
液晶画面

限定特別
価格商品

(税抜90,727円)

SSD500GB
搭載モデル 99,80099,800円税込99,80099,80099,800円円円税込税込税込

(税抜99,818円)

SSD1TB
搭載モデル 109,800109,800円税込109,800109,800109,800円円円税込税込税込

2in1 1つのパソコンで
2つの使い方ができます!

モバイルノート
パソコンとして

タブレットPC
として

タブレットPCとしても使える便利なコンバーチブルモデル!
タッチパネル搭載で操作もラクラク。

外部出力を可能にするUSB TypeC
拡張ドックが付属!
■HDMIであらゆる
モニター・TVに出力可能!
■D-SUB端子で
プロジェクターに接続!
■少ないUSBを+１できる!
■LANに有線でネットに
繋げば高速に!

■HDMIであらゆる
モニター・TVに出力可能!
■D-SUB端子で
プロジェクターに接続!
■少ないUSBを+１できる!
■LANに有線でネットに
繋げば高速に!
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アプライドの学校・法人様向け PC・IT機器／事務家電情報カタログ

研究室のお役立ち「アット・ラボ」
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約1200g

予算別 【5万～10万未満】 モニター、NAS、SSD、HDDなど 計17アイテム予算別 【5万～10万未満】 モニター、NAS、SSD、HDDなど 計17アイテム 厳 選アイテム厳 選アイテム

外付けSSD 注文番号 2302010201 外付けSSD 注文番号 2302010202 液晶ディスプレイ 注文番号 2302010203

液晶ディスプレイ 注文番号 2302010204 液晶ディスプレイ 注文番号 2302010205 UPS 注文番号 2302010206

液晶ディスプレイ 注文番号 2302010207 NAS 注文番号 2302010208 UPS 注文番号 2302010209

NAS 注文番号 2302010210 NAS 注文番号 2302010211 液晶ディスプレイ 注文番号 2302010212

液晶ディスプレイ 注文番号 2302010213

液晶ディスプレイ 注文番号 2302010216 Web会議用商品 注文番号 2302010217

UPS 注文番号 2302010214 外付けHDD 注文番号 2302010215

23.8型液晶ディスプレイ23.8型液晶ディスプレイ

EW2880UEW2880UEW2880UEW2880U

限定
特価 59,800円税込

■サイズ:28.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■表示色:約10億7000万色
■HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/
　DisplayPort1.4x1
■約637×521×277mm

■サイズ:28.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■表示色:約10億7000万色
■HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/
　DisplayPort1.4x1
■約637×521×277mm

■サイズ:28.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■表示色:約10億7000万色
■HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/
　DisplayPort1.4x1
■約637×521×277mm

28.0型

約7.9kg

(税抜54,364円)

限定
特価 59,800円税込

(税抜54,364円)

MultiView 搭載 4K ウルトラ HD
液晶ディスプレイ
MultiView 搭載 4K ウルトラ HD
液晶ディスプレイ

439P1/11439P1/11439P1/11439P1/11

限定
特価 79,800円税込

■サイズ:42.51インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■表示色:約10億7000万色
■HDMI×3/DisplayPort×1/
　USBType-C×1
■約978×713×281mm

■サイズ:42.51インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■表示色:約10億7000万色
■HDMI×3/DisplayPort×1/
　USBType-C×1
■約978×713×281mm

■サイズ:42.51インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■表示色:約10億7000万色
■HDMI×3/DisplayPort×1/
　USBType-C×1
■約978×713×281mm

42.51型

約11.78kg

(税抜72,545円)

23.7インチ
UltraFine™ 4Kモニター
23.7インチ
UltraFine™ 4Kモニター

24MD4KL-B24MD4KL-B24MD4KL-B24MD4KL-B

限定
特価 99,800円税込

■サイズ:23.7インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■表示色:約10.7億色
■Thunderbolt3×1/Type-C×3
■約556×528×230mm

■サイズ:23.7インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■表示色:約10.7億色
■Thunderbolt3×1/Type-C×3
■約556×528×230mm

■サイズ:23.7インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■表示色:約10.7億色
■Thunderbolt3×1/Type-C×3
■約556×528×230mm

23.7型

約7kg

(税抜90,727円)

LS720DNBシリーズLS720DNBシリーズ

LS720DN0802BLS720DN0802BLS720DN0802BLS720DN0802B
■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：8TB
■約92×128×207mm

■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：8TB
■約92×128×207mm

■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：8TB
■約92×128×207mm

液晶モニター 法人向けブラビア液晶モニター 法人向けブラビア

FW-32BZ30J/BZFW-32BZ30J/BZFW-32BZ30J/BZFW-32BZ30J/BZ

限定
特価 87,800円税込

■サイズ:32.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■スピーカー:搭載
■HDMIx4
■約726×454×172mm

■サイズ:32.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■スピーカー:搭載
■HDMIx4
■約726×454×172mm

■サイズ:32.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■スピーカー:搭載
■HDMIx4
■約726×454×172mm

32.0型

約7.7kg

(税抜79,818円)

限定
特価 99,800円税込

MTW200MTW200MTW200MTW200

(税抜90,727円)

360度カメラ、マイク、スピーカーが一体型となった
オウル・イン・ワン会議システムです
360度カメラ、マイク、スピーカーが一体型となった
オウル・イン・ワン会議システムです

■ビデオ解像度：1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：360°
■約111×273×111mm

■ビデオ解像度：1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：360°
■約111×273×111mm

■ビデオ解像度：1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：360°
■約111×273×111mm

モバイルモニター「Tri-Screen」は
手軽に最大3画面の拡張スクリーンを実現
モバイルモニター「Tri-Screen」は
手軽に最大3画面の拡張スクリーンを実現

JN-TRI-IPS133FHDRJN-TRI-IPS133FHDRJN-TRI-IPS133FHDRJN-TRI-IPS133FHDR

限定
特価 49,800円税込

■サイズ:13.3インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:220cd/m²
■表示色:262K
■miniHDMIx1/USB Type-Cx1
■約357×25×233mm

■サイズ:13.3インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:220cd/m²
■表示色:262K
■miniHDMIx1/USB Type-Cx1
■約357×25×233mm

■サイズ:13.3インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:220cd/m²
■表示色:262K
■miniHDMIx1/USB Type-Cx1
■約357×25×233mm

13.3型

約1.5kg

(税抜45,273円)

限定
特価 49,800円税込

(税抜45,273円)

EV2480-ZBKEV2480-ZBKEV2480-ZBKEV2480-ZBK
■サイズ:23.8インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:250cd/m²
■表示色:約1677万色
■HDMIx1/USB Type-Cx1/
　DisplayPortx1
■約537.8×523.6×230mm

■サイズ:23.8インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:250cd/m²
■表示色:約1677万色
■HDMIx1/USB Type-Cx1/
　DisplayPortx1
■約537.8×523.6×230mm

■サイズ:23.8インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:250cd/m²
■表示色:約1677万色
■HDMIx1/USB Type-Cx1/
　DisplayPortx1
■約537.8×523.6×230mm

23.8型

約7.4kg

持ち運びに便利＆テレワークに最適！
15.6型10点マルチタッチ対応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！
15.6型10点マルチタッチ対応モバイルディスプレイ

LCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MT

限定
特価 47,800円税込

■サイズ:15.6インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:220cd/m²
■表示色:約1619万色
■miniHDMI×1/USB Type-C×1
■約355×224×13mm

■サイズ:15.6インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:220cd/m²
■表示色:約1619万色
■miniHDMI×1/USB Type-C×1
■約355×224×13mm

■サイズ:15.6インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:220cd/m²
■表示色:約1619万色
■miniHDMI×1/USB Type-C×1
■約355×224×13mm

15.6型

約0.88kg

(税抜43,455円)

限定
特価 78,000円税込

(税抜70,909円)

LS720DシリーズLS720Dシリーズ

LS720D1202LS720D1202LS720D1202LS720D1202
■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：12TB
■約92×128×207mm

■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：12TB
■約92×128×207mm

■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：12TB
■約92×128×207mm

限定
特価 52,000円税込

(税抜47,273円)

Smart-UPS 750 LCD
100V SMT750J [黒]
Smart-UPS 750 LCD
100V SMT750J [黒]

SMT750JSMT750JSMT750JSMT750J
■入力電圧:100 V
■出力容量:750 VA
■出力コンセント数:6個
■充電時間:4時間
■約140×167×359mm

■入力電圧:100 V
■出力容量:750 VA
■出力コンセント数:6個
■充電時間:4時間
■約140×167×359mm

■入力電圧:100 V
■出力容量:750 VA
■出力コンセント数:6個
■充電時間:4時間
■約140×167×359mm

■入力電圧:100 V
■出力容量:1500 VA
■出力コンセント数:8個
■充電時間:4時間
■約172×225×439mm

■入力電圧:100 V
■出力容量:1500 VA
■出力コンセント数:8個
■充電時間:4時間
■約172×225×439mm

■入力電圧:100 V
■出力容量:1500 VA
■出力コンセント数:8個
■充電時間:4時間
■約172×225×439mm

約13.18kg

限定
特価 67,800円税込

(税抜61,636円)

2.5GbE対応LinuxベースOS搭載
2ドライブBOXタイプ法人向けNAS
2.5GbE対応LinuxベースOS搭載
2ドライブBOXタイプ法人向けNAS

HDL2-AAX8WHDL2-AAX8WHDL2-AAX8WHDL2-AAX8W
■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：8TB
■約83×185×144mm

■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：8TB
■約83×185×144mm

■ドライブベイ数:2
■LANインターフェイス:
　2.5GbEポート(RJ-45)：1
■容量:HDD：8TB
■約83×185×144mm

限定
特価 31,500円税込

(税抜28,636円)

USB 3.2 Gen 2対応の高速ポータブルSSDUSB 3.2 Gen 2対応の高速ポータブルSSD

WDBAGF0020BBL-JESNWDBAGF0020BBL-JESNWDBAGF0020BBL-JESNWDBAGF0020BBL-JESN
■インターフェイス:USB Type-C
■容量:2TB
■約55×100×9mm

■インターフェイス:USB Type-C
■容量:2TB
■約55×100×9mm

■インターフェイス:USB Type-C
■容量:2TB
■約55×100×9mm

■インターフェイス:USB3.2 Gen2
■容量:2TB
■約88×59×13mm

■インターフェイス:USB3.2 Gen2
■容量:2TB
■約88×59×13mm

■インターフェイス:USB3.2 Gen2
■容量:2TB
■約88×59×13mm

約45.7g

限定
特価 94,800円税込

(税抜86,182円)

外付けハードディスク・ドライブの
Thunderbolt Dockで一括管理
外付けハードディスク・ドライブの
Thunderbolt Dockで一括管理

STHS8000800STHS8000800STHS8000800STHS8000800
■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:8TB
■約118×56.3×217mm

■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:8TB
■約118×56.3×217mm

■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:8TB
■約118×56.3×217mm

約98g

限定
特価 39,800円税込

(税抜36,182円)

2USB 3.2 Gen 2を採用した
ポータブルSSD（2TB・ブラック）
2USB 3.2 Gen 2を採用した
ポータブルSSD（2TB・ブラック）

MU-PE2T0S-ITMU-PE2T0S-ITMU-PE2T0S-ITMU-PE2T0S-IT

限定
特価 64,800円税込

(税抜58,909円)

LCD搭載タワー型UPSLCD搭載タワー型UPS

BN100TBN100TBN100TBN100T
■入力電圧:100V
■出力容量:1000 VA
■出力コンセント数:8個
■充電時間:8時間
■約172×225×415mm

■入力電圧:100V
■出力容量:1000 VA
■出力コンセント数:8個
■充電時間:8時間
■約172×225×415mm

■入力電圧:100V
■出力容量:1000 VA
■出力コンセント数:8個
■充電時間:8時間
■約172×225×415mm

約20kg

限定
特価 92,800円税込

(税抜84,364円)

Smart-UPS 1500 LCD
100V SMT1500J [黒]
Smart-UPS 1500 LCD
100V SMT1500J [黒]

SMT1500JSMT1500JSMT1500JSMT1500J 約25.9kg

USB Type-C対応、23.8型フルHD
ビジネス向けニュースタンダード
USB Type-C対応、23.8型フルHD
ビジネス向けニュースタンダード
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予算別 【10万～20万未満】  UPS、Web会議用商品など 計8アイテム予算別 【10万～20万未満】  UPS、Web会議用商品など 計8アイテム 厳 選アイテム厳 選アイテム

予算別【30万～50万未満】UPS、Web会議用商品など 計5アイテム予算別【30万～50万未満】UPS、Web会議用商品など 計5アイテム 厳 選アイテム厳 選アイテム

諸設定、諸工事
承ります!
諸設定、諸工事
承ります! 周辺機器に伴う諸設定、諸工事を承ります。営業スタッフまでお声がけくださいませ。

Wi-Fi環境構築 有線LAN工事 モニタアーム取り付け

モニタの壁掛け プロジェクタの天吊り AVシステムの構築

Web会議用商品 注文番号 2302010306

UPS 注文番号 2302010307 液晶ディスプレイ 注文番号 2302010308

液晶ディスプレイ 注文番号 2302010312 Web会議用商品 注文番号 2302010313

Web会議用商品 注文番号 2302010309 UPS 注文番号 2302010310 UPS 注文番号 2302010311

Web会議用商品 注文番号 2302010304 外付けHDD 注文番号 2302010305

Web会議用商品 注文番号 2302010301 外付けSSD 注文番号 2302010302 外付けHDD 注文番号 2302010303

約1040g

限定
特価 104,800円税込

Meet-upMeet-upMeet-upMeet-up

(税抜95,273円)

超広角レンズ搭載の一体型
会議用カメラ（小会議室用）
超広角レンズ搭載の一体型
会議用カメラ（小会議室用）

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
　(最大3840x2160ピクセル)
■インターフェース：USB
■レンズ画角：対角：120°/
　水平：113°/垂直：80.7°
■約400×85×104mm

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
　(最大3840x2160ピクセル)
■インターフェース：USB
■レンズ画角：対角：120°/
　水平：113°/垂直：80.7°
■約400×85×104mm

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
　(最大3840x2160ピクセル)
■インターフェース：USB
■レンズ画角：対角：120°/
　水平：113°/垂直：80.7°
■約400×85×104mm

限定
特価 169,800円税込

中規模および大規模の会議室で、
プレゼンテーションをスムーズに実施
中規模および大規模の会議室で、
プレゼンテーションをスムーズに実施

R9861511EUR9861511EUR9861511EUR9861511EU
■接続性：HDMI/
　Screen Mirroring/USB/
　Wi-fi/Wireless/イーサネット
■リアル解像度：3840×2160

■接続性：HDMI/
　Screen Mirroring/USB/
　Wi-fi/Wireless/イーサネット
■リアル解像度：3840×2160

■接続性：HDMI/
　Screen Mirroring/USB/
　Wi-fi/Wireless/イーサネット
■リアル解像度：3840×2160

約900g

(税抜154,364円)

パワフルでポータブルパワフルでポータブル

■インターフェイス:USB-C
■容量:4TB
■約110.26×57.34×10.22mm

■インターフェイス:USB-C
■容量:4TB
■約110.26×57.34×10.22mm

■インターフェイス:USB-C
■容量:4TB
■約110.26×57.34×10.22mm

約77.5g

限定
特価 114,800円税込

(税抜104,364円)

SDSSDE81-
4T00-J25
SDSSDE81-
4T00-J25
SDSSDE81-
4T00-J25
SDSSDE81-
4T00-J25

限定
特価 139,800円税込

(税抜127,091円)

外付けハードディスク・ドライブの
Thunderbolt Dockで一括管理
外付けハードディスク・ドライブの
Thunderbolt Dockで一括管理

STHS16000800STHS16000800STHS16000800STHS16000800
■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:16TB
■約118×56.3×217mm

■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:16TB
■約118×56.3×217mm

■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:16TB
■約118×56.3×217mm

限定
特価 164,800円税込

(税抜149,818円)

外付けハードディスク・ドライブの
Thunderbolt Dockで一括管理
外付けハードディスク・ドライブの
Thunderbolt Dockで一括管理

STHS18000800STHS18000800STHS18000800STHS18000800
■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:18TB
■約118×56.3×217mm

■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:18TB
■約118×56.3×217mm

■インターフェイス:Thunderbolt 3×2/
　USB3.2(Gen2)/DisplayPort1.4
■容量:18TB
■約118×56.3×217mm

限定
特価 174,800円税込

(税抜158,909円)

電圧変化の激しい場所にも対応、
常時インバータのコンパクトモデル
電圧変化の激しい場所にも対応、
常時インバータのコンパクトモデル

BU150SWBU150SWBU150SWBU150SW
■入力電圧:100V
■出力容量:1500VA
■出力コンセント数:5個
■充電時間:8時間
■約145×224×480mm

■入力電圧:100V
■出力容量:1500VA
■出力コンセント数:5個
■充電時間:8時間
■約145×224×480mm

■入力電圧:100V
■出力容量:1500VA
■出力コンセント数:5個
■充電時間:8時間
■約145×224×480mm

■入力電圧:100V
■出力容量:3000VA　
■出力コンセント数:6個
■充電時間:8時間
■約438×130×550mm

■入力電圧:100V
■出力容量:3000VA　
■出力コンセント数:6個
■充電時間:8時間
■約438×130×550mm

■入力電圧:100V
■出力容量:3000VA　
■出力コンセント数:6個
■充電時間:8時間
■約438×130×550mm

約16.5kg

限定
特価 319,800円税込

(税抜290,727円)

APC Smart-UPS SRT 2400VA 100VAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100V

SRT2400XLJSRT2400XLJSRT2400XLJSRT2400XLJ
■入力電圧:100V
■出力容量:2400 VA
■出力コンセント数:6個
■充電時間:3時間
■約432×85×638mm

■入力電圧:100V
■出力容量:2400 VA
■出力コンセント数:6個
■充電時間:3時間
■約432×85×638mm

■入力電圧:100V
■出力容量:2400 VA
■出力コンセント数:6個
■充電時間:3時間
■約432×85×638mm

約33kg

限定
特価 428,000円税込

(税抜389,091円)

奥行が短くラックマウントに最適奥行が短くラックマウントに最適

BU300RWBU300RWBU300RWBU300RW 約33kg

限定
特価 309,800円税込

CC5000ECC5000ECC5000ECC5000E

(税抜281,636円)

上質のモジュール式
ビデオ会議システム（大会議室用）
上質のモジュール式
ビデオ会議システム（大会議室用）

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
　(最大3840x2160ピクセル)
■インターフェース：USB 3.0/
　Type Cケーブル

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
　(最大3840x2160ピクセル)
■インターフェース：USB 3.0/
　Type Cケーブル

■ビデオ解像度：4K Ultra HD
　(最大3840x2160ピクセル)
■インターフェース：USB 3.0/
　Type Cケーブル

限定
特価 469,800円税込

RALLYBARGRRALLYBARGRRALLYBARGRRALLYBARGR

(税抜427,091円)

中～大会議室向け一体型ビデオバー中～大会議室向け一体型ビデオバー

■ビデオ解像度：4K
■レンズ画角：対角: 90°
　水平: 82.1°/垂直: 52.2°
■インターフェース：USB/
　ワイヤレス

■ビデオ解像度：4K
■レンズ画角：対角: 90°
　水平: 82.1°/垂直: 52.2°
■インターフェース：USB/
　ワイヤレス

■ビデオ解像度：4K
■レンズ画角：対角: 90°
　水平: 82.1°/垂直: 52.2°
■インターフェース：USB/
　ワイヤレス

約585g

限定
特価 149,800円税込

CC3500eRCC3500eRCC3500eRCC3500eR

(税抜136,182円)

中～大規模会議室での
手頃な価格のビデオ会議
中～大規模会議室での
手頃な価格のビデオ会議

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：対角：90°/
　水平：82.1°/垂直：52.2°
■約170×138×130mm(カメラ)
■約65×240×240mm(スピーカー)

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：対角：90°/
　水平：82.1°/垂直：52.2°
■約170×138×130mm(カメラ)
■約65×240×240mm(スピーカー)

■ビデオ解像度：フルHD 1080p
■インターフェース：USB
■レンズ画角：対角：90°/
　水平：82.1°/垂直：52.2°
■約170×138×130mm(カメラ)
■約65×240×240mm(スピーカー)

65型4K液晶ディスプレイと専用スタンドセット65型4K液晶ディスプレイと専用スタンドセット

75型4K液晶ディスプレイと専用スタンドセット75型4K液晶ディスプレイと専用スタンドセット

LCDM4K652XDB/DSMLCDM4K652XDB/DSMLCDM4K652XDB/DSMLCDM4K652XDB/DSM

限定
特価 185,000円税込

■サイズ:65.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■スピーカー:搭載
■D-Subx1/HDMIx2/
　HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■約1451×880×335mm

■サイズ:65.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■スピーカー:搭載
■D-Subx1/HDMIx2/
　HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■約1451×880×335mm

■サイズ:65.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■スピーカー:搭載
■D-Subx1/HDMIx2/
　HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■約1451×880×335mm

65.0型

約31kg

約28kg

(税抜168,182円)

専用スタンド/DA-DSM4専用スタンド/DA-DSM4専用スタンド/DA-DSM4専用スタンド/DA-DSM4

■約800×830×1200～1600mm■約800×830×1200～1600mm■約800×830×1200～1600mm

LCD-M4K751XDB/DSMLCD-M4K751XDB/DSMLCD-M4K751XDB/DSMLCD-M4K751XDB/DSM

限定
特価 359,800円税込

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■スピーカー:搭載
■D-Subx1/HDMIx2/
　HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■約1672×1027×290mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■スピーカー:搭載
■D-Subx1/HDMIx2/
　HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■約1672×1027×290mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■スピーカー:搭載
■D-Subx1/HDMIx2/
　HDMI2.0x1/DisplayPortx1
■約1672×1027×290mm

75.0型

約40.4kg

約28kg

(税抜327,091円)

専用スタンド/DA-DSM4専用スタンド/DA-DSM4専用スタンド/DA-DSM4専用スタンド/DA-DSM4

■約800×830×1200～1600mm■約800×830×1200～1600mm■約800×830×1200～1600mm
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予算別 【50万～70万】 大型ディスプレイ＆スタンドなど　計12種予算別 【50万～70万】 大型ディスプレイ＆スタンドなど　計12種 厳 選アイテム厳 選アイテム

液晶ディスプレイ75型/ディスプレイスタンド 液晶ディスプレイ85型/ディスプレイスタンド サイネージ75型/ディスプレイスタンド注文番号 2302010401 注文番号 2302010402 注文番号 2302010403

約34.4kg75.0型

FW-75BZ40H/BZFW-75BZ40H/BZFW-75BZ40H/BZFW-75BZ40H/BZ
PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B

限定
特価

限定
特価 529,800円税込

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:620cd/m²
■HDMIx4
■約1674×1034×410mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:620cd/m²
■HDMIx4
■約1674×1034×410mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:620cd/m²
■HDMIx4
■約1674×1034×410mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

(税抜481,636円)

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

進化したブラビアの
業務用ディスプレイ
進化したブラビアの
業務用ディスプレイ

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

約47.7kg85.0型

FW-85BZ40H/BZFW-85BZ40H/BZFW-85BZ40H/BZFW-85BZ40H/BZ
PH-827B PH-827B PH-827B PH-827B 

 609,800円税込

■サイズ:85.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:620cd/m²
■HDMIx4
■約1899×1162×441mm

■サイズ:85.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:620cd/m²
■HDMIx4
■約1899×1162×441mm

■サイズ:85.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:620cd/m²
■HDMIx4
■約1899×1162×441mm

■サイズ:～85V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約900×730/888×1629mm

■サイズ:～85V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約900×730/888×1629mm

■サイズ:～85V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約900×730/888×1629mm

約26.5kg

(税抜554,364円)

限定
特価  65,800円税込

(税抜59,818円)

進化したブラビアの
業務用ディスプレイ
進化したブラビアの
業務用ディスプレイ

～85V型対応
ディスプレイスタンド
～85V型対応
ディスプレイスタンド

限定
特価

約55kg75.0型

PN-HW751PN-HW751PN-HW751PN-HW751
PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B

  509,800円税込

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×1
■約1680×959×65.5mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×1
■約1680×959×65.5mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×1
■約1680×959×65.5mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

(税抜463,455円)

限定
特価   49,800円税込

(税抜45,273円)

デジタルサイネージ
75インチ
デジタルサイネージ
75インチ

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

サイネージ55型/ディスプレイスタンド サイネージ75型/ディスプレイスタンド サイネージ75型/ディスプレイスタンド注文番号 2302010404 注文番号 2302010405 注文番号 2302010406

約18.4kg55.0型

TH-55SQ2HJTH-55SQ2HJTH-55SQ2HJTH-55SQ2HJ

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B

限定
特価

限定
特価 548,800円税込

■サイズ:55インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:700cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×2/
　USBTypeC×2
■約1242×713×66mm

■サイズ:55インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:700cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×2/
　USBTypeC×2
■約1242×713×66mm

■サイズ:55インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:700cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×2/
　USBTypeC×2
■約1242×713×66mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

(税抜498,909円)

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

デジタルサイネージ
55インチ
デジタルサイネージ
55インチ

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B
■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

約56kg75.0型

TH-75EQ2JTH-75EQ2JTH-75EQ2JTH-75EQ2J

  649,800円税込

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×2/
　USBTypeC×1
■約1684×962×96mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×2/
　USBTypeC×1
■約1684×962×96mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×2/
　USBTypeC×1
■約1684×962×96mm

(税抜590,727円)

限定
特価

約37kg75.0型

PN-HM751PN-HM751PN-HM751PN-HM751

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B

   686,800円税込

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-sub×1/HDMI×2/USBTypeA×3/
　DisplayPort×1　
■約1676×954×88mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-sub×1/HDMI×2/USBTypeA×3/
　DisplayPort×1　
■約1676×954×88mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-sub×1/HDMI×2/USBTypeA×3/
　DisplayPort×1　
■約1676×954×88mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

(税抜624,364円)

限定
特価   49,800円税込

(税抜45,273円)

デジタルサイネージ
75インチ
デジタルサイネージ
75インチ

デジタルサイネージ
75インチ
デジタルサイネージ
75インチ

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

サイネージ75型/ディスプレイスタンド 電子黒板65型/ディスプレイスタンド 電子黒板75型/キャスター付きスタンド注文番号 2302010407 注文番号 2302010408 注文番号 2302010409

約53kg75.0型

75BDL3552T/1175BDL3552T/1175BDL3552T/1175BDL3552T/11

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B

限定
特価  502,800円税込

■サイズ:75インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:420cd/m²
■DVI-Iｘ1/HDMI2.0x4/Displayport1.2x1
　USB Type-C 3.2(gen1) x1
■約1715.5×993.7×80.8mm

■サイズ:75インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:420cd/m²
■DVI-Iｘ1/HDMI2.0x4/Displayport1.2x1
　USB Type-C 3.2(gen1) x1
■約1715.5×993.7×80.8mm

■サイズ:75インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:420cd/m²
■DVI-Iｘ1/HDMI2.0x4/Displayport1.2x1
　USB Type-C 3.2(gen1) x1
■約1715.5×993.7×80.8mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
/　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
/　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
/　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

(税抜457,091円)

限定
特価  502,800円税込

(税抜457,091円)

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B
■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

約46kg65.0型

TH-65BFE1JTH-65BFE1JTH-65BFE1JTH-65BFE1J
■サイズ:65.0インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:400cd/m²
■DVI×1/D-Sub×1/HDMI×2/
　USBTypeA×2
■約1490×948×106mm

■サイズ:65.0インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:400cd/m²
■DVI×1/D-Sub×1/HDMI×2/
　USBTypeA×2
■約1490×948×106mm

■サイズ:65.0インチ
■解像度:1920×1080
■輝度:400cd/m²
■DVI×1/D-Sub×1/HDMI×2/
　USBTypeA×2
■約1490×948×106mm

限定
特価

約52.6kg75.0型

LCD-CB752 LCD-CB752 LCD-CB752 LCD-CB752 

ST-CS61-S ST-CS61-S ST-CS61-S ST-CS61-S 

   516,800円税込

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×6
■約1709.4×1020×86.8mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×6
■約1709.4×1020×86.8mm

■サイズ:75.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:300cd/m²
■D-Sub×1/HDMI×3/USBTypeA×6
■約1709.4×1020×86.8mm

■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　

(税抜469,818円)

限定
特価   49,800円税込

(税抜45,273円)

電子黒板75インチ電子黒板75インチ電子黒板65インチ電子黒板65インチデジタルサイネージ
75インチ
デジタルサイネージ
75インチ キャスター付きスタンドキャスター付きスタンド

電子黒板75型/キャスター付きスタンド 電子黒板55型/キャスター付きスタンド 電子黒板65型/ディスプレイスタンド 注文番号 2302010410 注文番号 2302010411 注文番号 2302010412

約50.6kg75.0型

IWB-752EB-AGIWB-752EB-AGIWB-752EB-AGIWB-752EB-AG

DA-DSM4DA-DSM4DA-DSM4DA-DSM4

限定
特価  559,800円税込

■サイズ:75インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-Subx1/HDMI2.0x2/
　DisplayPortx1
■約1710×1020×90mm

■サイズ:75インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-Subx1/HDMI2.0x2/
　DisplayPortx1
■約1710×1020×90mm

■サイズ:75インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■D-Subx1/HDMI2.0x2/
　DisplayPortx1
■約1710×1020×90mm

■サイズ:32～75型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約800×830×1200～1600mm

■サイズ:32～75型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約800×830×1200～1600mm

■サイズ:32～75型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約800×830×1200～1600mm

約28kg

(税抜508,909円)

限定
特価  658,000円税込

(税抜598,182円)

限定
特価  79,800円税込

(税抜72,545円)

耐荷重最大55kg移動式
ディスプレイスタンド
耐荷重最大55kg移動式
ディスプレイスタンド

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B
■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

PH-627BPH-627BPH-627BPH-627B
■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

■サイズ:～80V型対応
■付属品：ディスプレイ取付
　ネジセット　
■約740×800×1595mm

約26.5kg

限定
特価  49,800円税込

(税抜45,273円)

～80V型対応
ディスプレイスタンド
～80V型対応
ディスプレイスタンド

約31.5kg55.0型

LCD-WD551 LCD-WD551 LCD-WD551 LCD-WD551 
■サイズ:55.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■HDMI×1/USBTypeA×2/
　USBTypeC×2
■約1266×856.8×86.5mm

■サイズ:55.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■HDMI×1/USBTypeA×2/
　USBTypeC×2
■約1266×856.8×86.5mm

■サイズ:55.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:400cd/m²
■HDMI×1/USBTypeA×2/
　USBTypeC×2
■約1266×856.8×86.5mm

限定
特価

約43.4kg65.0型

TH-65BQ1JTH-65BQ1JTH-65BQ1JTH-65BQ1J

 618,800円税込

■サイズ:65.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■DVI×1/D-Sub×1/HDMI×4/
　USBTypeA×3
■約1495×908×81mm

■サイズ:65.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■DVI×1/D-Sub×1/HDMI×4/
　USBTypeA×3
■約1495×908×81mm

■サイズ:65.0インチ
■解像度:3840×2160
■輝度:500cd/m²
■DVI×1/D-Sub×1/HDMI×4/
　USBTypeA×3
■約1495×908×81mm

(税抜562,545円)

電子黒板75インチ電子黒板75インチ電子黒板55インチ電子黒板55インチ電子黒板75インチ電子黒板75インチ

予
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別 【
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〜
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QNAP TVS-h1688X-W1250-32G

オンサイト保守サービスは、弊社にてご購入いただいた製品の保守作業を現地で行う
サービスです。通常のセンドバックサービスとは違い、エンジニアがお客様のところ
に伺って作業を行いますので弊社に製品をお送りいただくことなくハードウェアの修理
作業をお受けいただけます。

オンサイト保守サービスオンサイト保守サービス
■オンサイト保守価格

＜主な仕様＞
◆Intel Xeon W-1250 6コア
　3.3GHz(最大4.7GHz)
◆32GB （2×16GB）DDR4 ECC
　UDIMM(最大128GB)
◆4 x 2.5GbE 2 x 10GbE
◆4 x 2.5”SATA 6Gb/s SSD
　12 x 3.5”/2.5”SATA 6Gb/s
　HDD/SSD ホットスワップ対応

＜主な仕様＞
◆Intel Xeon W-1250 6コア
　3.3GHz(最大4.7GHz)
◆32GB （2×16GB）DDR4 ECC
　UDIMM(最大128GB)
◆4 x 2.5GbE 2 x 10GbE
◆4 x 2.5”SATA 6Gb/s SSD
　12 x 3.5”/2.5”SATA 6Gb/s
　HDD/SSD ホットスワップ対応

インテルXeon Wプロセッサー搭載 3.5 インチ 12ベイ&2.5 インチ 4ベイ ハイスペックNASシステム

タワー型NASで大容量ストレージサーバーを構築できます。
XeonW&10GbE搭載で大容量データを扱う方におすすめのNASです。

2,198,000円税込14TB×12

2,598,000円税込18TB×12

2,398,000円税込16TB×12

3,080,000円税込20TB×12

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!

Ultrastar シリーズは、24時間365日の運用を想定した製品で、最大 
250 万時間の MTBFを実現し、RAFF™ テクノロジーによる振動から
の保護、RAID対応時限エラー回復 (TLER)による、ストレージ環境内の
ドライブのフォールアウトの削減、年間最大 550TB のワークロードな
ど、NAS システムに、エンタープライズ向けの仕様を提供します。

－ excellent HED －

最上級グレードの高耐久HDDを採用!
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！

便利!自動バックアップ設定付き!

NASやRAID構成などのサーバー向けのHDDに使用される高品
質＆高耐久 WesternDigital WD Red SSDを採用。安心してデ
ータを保存することができます。

安心!高速・高品質NvmeSSD採用!
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！

便利!自動バックアップ設定付き!

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!

－ excellent －

＊画像はイメージです
＊画像はイメージです

自動バックアップ機能付き
高耐久外付ポータブル
ハードディスクドライブ
D-MASTER -exccellent-

自動バックアップ機能付き

超高耐久外付けHDD
D-MASTER - exccellent HED  -

1TB
2TB

4TB

データバックアップ 超高耐久外付けハードディスクドライブ データバックアップ 超高耐久外付けハードディスクドライブ

D-MASTER D-MASTER

79,800円税込
129,800円税込39,800円税込 2TB 8TB 99,800円税込

12TB 119,800円税込
16TB 139,800円税込

10TB 109,800円税込
14TB 129,800円税込
18TB 149,800円税込

49,800円税込
4TB 69,800円税込

24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性!

高速!NVMe採用! ポータブルSSD最上級グレードの高耐久SSD
を採用したおススメモデル 高耐久3.5インチ外付けHDDタイプ最上級グレードの高耐久HDD

を採用したおススメモデル

ホットスワップ対応 2ベイNAS ホットスワップ対応 4ベイNAS

99,800円税込RED  2TB×2

124,800円税込RED  4TB×2

134,800円税込RED  6TB×2

194,800円税込RED  8TB×2

D-Master NAS
AS3302T
＜主な仕様＞
◆Realtek RTD1296
クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載
◆2GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度　◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Realtek RTD1296
クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載
◆2GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度　◆保証3年

156,800円税込RED  2TB×4

206,800円税込RED  4TB×4

226,800円税込RED  6TB×4

346,800円税込RED  8TB×4

D-Master NAS
AS3304T
＜主な仕様＞
◆Realtek RTD1296 
  クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載
◆2GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度　◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Realtek RTD1296 
  クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載
◆2GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度　◆保証3年

超高耐久SSD採用NAS データバックアップシステム

高耐久ストレージ・自動バックアップシステムの新提案

研究室おまかせ
導入パック

導入時のネットワーク設定はもちろん、各PCからの
アクセス設定や各種共有設定、セキュリティ構築・バ
ックアップ設定まで、NASの導入はアプライドにぜひ
お任せください！

大事なデータ…
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

ホットスワップ対応 2ベイNAS ホットスワップ対応 4ベイNAS ホットスワップ対応 8ベイNAS ホットスワップ対応 10ベイNAS

ホットスワップ対応 10ベイNAS

189,800円税込RED  2TB×4

239,800円税込RED  4TB×4

259,800円税込RED  6TB×4

379,800円税込RED  8TB×4

D-Master NAS
AS5304T

＜主な仕様＞
◆Intel Celeronx64 64-bit
  クアッドコア  CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel Celeronx64 64-bit
  クアッドコア  CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

580,800円税込Ultrastar 4TB×8

670,800円税込Ultrastar 6TB×8

813,800円税込Ultrastar 8TB×8

924,800円税込Ultrastar 10TB×8

D-Master NAS 
AS6508T

122,800円税込RED  2TB×2

147,800円税込RED  4TB×2

157,800円税込RED  6TB×2

217,800円税込RED  8TB×2

162,800円税込RED  2TB×2

184,800円税込RED  4TB×2

204,800円税込RED  6TB×2

224,800円税込RED  8TB×2

231,800円税込RED  2TB×4

279,800円税込RED  4TB×4

314,800円税込RED  6TB×4

352,800円税込RED  8TB×4

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron x64 64-bit
  デュアルコア CPU 搭載
◆2GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron x64 64-bit
  デュアルコア CPU 搭載
◆2GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel ATOM C3538x64 64-bit 
  クアッドコア 2.1 GHz CPU 搭載
◆8GB DDR4 採用
◆10GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel ATOM C3538x64 64-bit 
  クアッドコア 2.1 GHz CPU 搭載
◆8GB DDR4 採用
◆10GbE 高転送速度
◆保証3年

702,800円税込Ultrastar 4TB×10

815,800円税込Ultrastar 6TB×10

994,800円税込Ultrastar 8TB×10

1,131,800円税込Ultrastar 10TB×10

D-Master NAS
AS6510T

＜主な仕様＞
◆Intel ATOM C3538x64 64-bit 
  クアッドコア 2.1 GHz CPU 搭載
◆8GB DDR4 採用
◆10GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel ATOM C3538x64 64-bit 
  クアッドコア 2.1 GHz CPU 搭載
◆8GB DDR4 採用
◆10GbE 高転送速度
◆保証3年

999,800円税込Ultrastar 4TB×10

1,100,800円税込Ultrastar 6TB×10

1,238,800円税込Ultrastar 8TB×10

1,304,800円税込Ultrastar 10TB×10

D-Master
NAS AS7110T

＜主な仕様＞
◆Intel Xeon E-2224 クアッドコア 
　3.4GHz up to 4.6GHz CPU 搭載
◆8GB DDR4 採用
◆10GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel Xeon E-2224 クアッドコア 
　3.4GHz up to 4.6GHz CPU 搭載
◆8GB DDR4 採用
◆10GbE 高転送速度
◆保証3年

ホットスワップ対応 ２ベイNAS ホットスワップ対応 4ベイNAS ホットスワップ対応 6ベイNAS

D-Master NAS
AS5202T

D-Master
NAS AS6704T

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron N5105 
  クアッドコア 2.0 GHz
  CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron N5105 
  クアッドコア 2.0 GHz
  CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

314,800円税込RED  2TB×6

382,800円税込RED  4TB×6

496,800円税込RED  6TB×6

624,800円税込RED  8TB×6

D-Master
NAS AS6706T

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron N5105 
  クアッドコア 2.0 GHz
  CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron N5105 
  クアッドコア 2.0 GHz
  CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度
◆保証3年

D-Master
NAS AS6702T

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron N5105
　クアッドコア 2.0 GHz
　CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度 
◆保証3年

＜主な仕様＞
◆Intel Celeron N5105
　クアッドコア 2.0 GHz
　CPU 搭載
◆4GB DDR4 採用
◆2.5GbE 高転送速度 
◆保証3年

NEW!
NEW!

NEW!

究極の研究室向け
データサポート



WEB授業、在宅勤務などを背景に、モバイルワークステーションの人気が高まっています。
GPU搭載、高性能、高精細でありながら、コンパクトで冷却性にも優れ、バッグに入れて持ち運ぶことができます。
DeepLearning、グラフィック、建築系など、様々な用途でお使いいただける製品をご紹介いたします。

モバイルワークステーション特集!9機種

注文番号 2302010601

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

※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。

注文番号 2302010602 注文番号 2302010603

注文番号 2302010604 注文番号 2302010605 注文番号 2302010606

注文番号 2302010607 注文番号 2302010608 注文番号 2302010609

PRESTIGE14-
A12UC-010JP
PRESTIGE14-
A12UC-010JP
PRESTIGE14-
A12UC-010JP
PRESTIGE14-
A12UC-010JP

持ち運びにも適した
モバイルワークステーション
持ち運びにも適した
モバイルワークステーション

約2.2kg

15.6型

約1.29kg

14.0型

129,800円税込
通常モデル

■CPU：Core i7-11800H（8コア16スレッド）
■メモリ：16GB（8GB×2）DDR4
■ストレージ：512GB（M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
　Laptop GPU 4GB GDDR6
■15.6インチ（1,920×1,080）
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Home
■約359×259×24.9mm

■CPU：Core i7-1280P 14コア（6P＋8E） 20スレッド
■メモリ：32GB LPDDR4X オンボードメモリ
■ストレージ：512GB（M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
　Laptop GPU 4GB GDDR6
■14インチ（1,920×1,080）
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Home
■約319×219×15.9mm

CREATORPRO-
M16-422JP
CREATORPRO-
M16-422JP
CREATORPRO-
M16-422JP
CREATORPRO-
M16-422JP
■CPU：Core i7-12700H14コア （6P＋8E） 20スレッド
■メモリ：32GB（16GB×2）DDR4
■ストレージ：1TB SSD （M.2 NVMe）
■NVIDIA® RTX™ A2000 8GB
　Laptop GPU GDDR6
■16インチ WQXGA（2,560×1,600）
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Pro
■約359×259×23.95mm

■CPU：AMD Ryzen™ 5 5600H Mobile Processor
　(3.3 GHz~4.2 GHz) 6コア/12スレッド
■メモリ：8GB×2 3200MHz, 2 Slots( 最大64GB) 
■ストレージ：512GB SSD（M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
　Laptop GPU GDDR6 6GB
■15.6インチ
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Home
■約361×258×34.4mm

RTX3050搭載
アプライド限定モデル
RTX3050搭載
アプライド限定モデル

(税抜118,000円)

206,800円税込
通常モデル

(税抜188,000円)

CREATORPRO-
M16-642JP
CREATORPRO-
M16-642JP
CREATORPRO-
M16-642JP
CREATORPRO-
M16-642JP

RTX A3000搭載
クリエーターモデル
RTX A3000搭載
クリエーターモデル

約2.29kg

16.0型

■CPU：Core i7-12700H 14コア（6P＋8E） 20スレッド
■メモリ：32GB（16GB×2）DDR4
■ストレージ：1TB SSD （M.2 NVMe）
■NVIDIA® RTX™ A3000 12GB
　Laptop GPU GDDR6
■16インチ WQXGA（2,560×1,600）
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Pro
■約359×259×26.95mm

389,800円税込
通常モデル

(税抜354,364円)

GS66-12UH-059JPGS66-12UH-059JPGS66-12UH-059JPGS66-12UH-059JP

corei9RTX3080搭載
パワフルノートPC
corei9RTX3080搭載
パワフルノートPC

約2.1kg

15.6型

■CPU：Core i9-12900H 14コア（6P＋8E） 20スレッド
■メモリ：32GB（16GB×2）DDR5
■ストレージ：1TB SSD （M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3080
　Laptop GPU 8GB GDDR6
■15.6インチ 4K（3,840×2,160）
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Pro
■約358.3×248×19.8mm

449,800円税込
通常モデル

(税抜408,909円)

AORUS 17X YES-B4JP544UPAORUS 17X YES-B4JP544UPAORUS 17X YES-B4JP544UPAORUS 17X YES-B4JP544UP

17インチ大画面
パワフルノート
17インチ大画面
パワフルノート

約2.7kg

17.3型

■CPU：Core  i9-12900HX(2.3GHz~5.0GHz)
■メモリ：32GB（16GB×2）DDR5
■ストレージ：1TB SSD （M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti
　Laptop GPU 16GB GDDR6
■17.3インチ FHD（1,920×1,080）
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Pro
■約398×254×30mm

539,000円税込
通常モデル

(税抜490,000円)

15.6インチ4K
RTX3060搭載
15.6インチ4K
RTX3060搭載

約2.3kg

15.6型

RTX A2000搭載
クリエーターモデル
RTX A2000搭載
クリエーターモデル

226,600円税込
通常モデル

(税抜206,000円)

約2.26kg

16.0型

299,800円税込
通常モデル

(税抜272,545円)

KATANAGF66-11UC-1264JPKATANAGF66-11UC-1264JPKATANAGF66-11UC-1264JPKATANAGF66-11UC-1264JP
約2.12kg

15.6型

140,800円税込
通常モデル

RYZENプロセッサー搭載
モバイルワークステーション
RYZENプロセッサー搭載
モバイルワークステーション

(税抜128,000円)

A5 K1-AJP1130SBA5 K1-AJP1130SBA5 K1-AJP1130SBA5 K1-AJP1130SB

■CPU：Core i7-12700H
　(2.3GHz~4.7GHz)14コア/20スレッド
■メモリ：16GB 3200MHz動作 2スロット使用(最大64GB) 
■ストレージ：1TB M.2 PCIe Gen4 SSD （M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
　Laptop GPU 6GB GDDR6
■15.6インチ
■有線LAN：○
■Windows 11 Home
■約357×254×23.6mm

AERO 5 KE4-72JP614JPAERO 5 KE4-72JP614JPAERO 5 KE4-72JP614JPAERO 5 KE4-72JP614JP

■CPU：AMD Ryzen™ 7 5800H Mobile Processor
　(3.2 GHz~4.4 GHz) 8コア/16スレッド
■メモリ：8GB×2 3200MHz, 2 Slots( 最大64GB) 
■ストレージ：512GB SSD（M.2 NVMe）
■NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
　Laptop GPU GDDR6 6GB
■17.3インチ
■有線・無線LAN：○
■Windows 11 Home
■約396×262(D)×34.4mm

約2.48kg

17.3型

 159,500円税込
通常モデル

大画面17型
モバイルワークステーション
大画面17型
モバイルワークステーション

(税抜145,000円)

A7 K1-BJP1130SBA7 K1-BJP1130SBA7 K1-BJP1130SBA7 K1-BJP1130SB
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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）

只今ご注文殺到中!年間1000台以上のカスタマイズ実績!

商品の動向が早い時期にあたり完了、または、為替の動向により価格が改定となっていることがあります。その場合は別途ご提案させていただきます。

12.5型
液晶画面

研究室、出張、授業、プロジェクタ投影、
学生用にもお奨めです。

注文番号 2302010702注文番号 2302010701

注文番号 2302010704 注文番号 2302010705 注文番号 2302010706

セパレートキーボード、
保護フィルムセット
セパレートキーボード、
保護フィルムセット

この仕様でこの価格。
アプライドだけの
スーパープライス

■11型ワイドLED IPS液晶
　（2000×1200ドット）10点マルチタッチ
■プラットフォーム:Android10
■CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 662
　2.0GHz（4コア）＋1.8GHz（4コア） （計8コア）
■メモリ:4GB
■ストレージ:128GB
■セパレートキーボード
■保護フィルム
■本体重量:490g

■11型ワイドLED IPS液晶
　（2000×1200ドット）10点マルチタッチ
■プラットフォーム:Android10
■CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 662
　2.0GHz（4コア）＋1.8GHz（4コア） （計8コア）
■メモリ:4GB
■ストレージ:128GB
■セパレートキーボード
■保護フィルム
■本体重量:490g

■11型ワイドLED IPS液晶
　（2000×1200ドット）10点マルチタッチ
■プラットフォーム:Android10
■CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 662
　2.0GHz（4コア）＋1.8GHz（4コア） （計8コア）
■メモリ:4GB
■ストレージ:128GB
■セパレートキーボード
■保護フィルム
■本体重量:490g

PC-T1175BAS/
KB/COVER
PC-T1175BAS/
KB/COVER
PC-T1175BAS/
KB/COVER
PC-T1175BAS/
KB/COVER

11型
ワイドLED

57,800円税込
通常モデル

(税抜52,545円)

快適2in1 超特価
～タブレットに、モバイルノートに。大活躍の2in1 です。

モバイルノート ご予算10万円コース

モバイルノート ご予算20万円コース

注文番号 2302010703

Windows搭載の
ビジネスモデル
Windows搭載の
ビジネスモデル

シックなデザインと
ハイパフォーマンス
シックなデザインと
ハイパフォーマンス

■タッチパネル搭載/
　10.5型ワイドTFTカラー液晶/
　1,920×1,200ドット/グレア
■OS:Windows 11 Pro 64
■CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2
■メモリ:8GB
■ストレージ:eMMC 128GB
■重量（本体部）:595g

■タッチパネル搭載/
　10.5型ワイドTFTカラー液晶/
　1,920×1,200ドット/グレア
■OS:Windows 11 Pro 64
■CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2
■メモリ:8GB
■ストレージ:eMMC 128GB
■重量（本体部）:595g

■タッチパネル搭載/
　10.5型ワイドTFTカラー液晶/
　1,920×1,200ドット/グレア
■OS:Windows 11 Pro 64
■CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2
■メモリ:8GB
■ストレージ:eMMC 128GB
■重量（本体部）:595g

B3000DQ1A-
HT0165XA
B3000DQ1A-
HT0165XA
B3000DQ1A-
HT0165XA
B3000DQ1A-
HT0165XA

10.5型
TFTカラー液晶

12.5型
HD

72,000円税込
通常モデル

(税抜65,455円)

20KESELB0020KESELB0020KESELB0020KESELB00

62,800円税込
通常モデル

(税抜57,091円)

77,200円税込
SSD500GBモデル

(税抜70,182円)

92,200円税込
SSD1TBモデル

(税抜83,818円)

■CPU：Core i3-7020U 2.30GHz
■メモリ：4GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■12.5インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■重量:1.26kg

■CPU：Core i3-7020U 2.30GHz
■メモリ：4GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■12.5インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■重量:1.26kg

■CPU：Core i3-7020U 2.30GHz
■メモリ：4GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■12.5インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■重量:1.26kg

A6V3DSF82111A6V3DSF82111A6V3DSF82111A6V3DSF82111

79,800円税込
通常モデル

(税抜72,545円)

■ CPU ：Core i5 8250U
■ メモリ：8GB
■ SSD ：256GB
■ 光学ドライブ：非搭載
■ 画面：12.5型液晶（FHD）
■ Windows10 Pro
　（Win11Pro無料アップグレード対象）
■ 重さ ：約1.05kg

■ CPU ：Core i5 8250U
■ メモリ：8GB
■ SSD ：256GB
■ 光学ドライブ：非搭載
■ 画面：12.5型液晶（FHD）
■ Windows10 Pro
　（Win11Pro無料アップグレード対象）
■ 重さ ：約1.05kg

■ CPU ：Core i5 8250U
■ メモリ：8GB
■ SSD ：256GB
■ 光学ドライブ：非搭載
■ 画面：12.5型液晶（FHD）
■ Windows10 Pro
　（Win11Pro無料アップグレード対象）
■ 重さ ：約1.05kg

Pro
(64bit)

薄く、軽く、丈夫な
ビジネスモバイル
薄く、軽く、丈夫な
ビジネスモバイル

13.3型
FHD

A6U5FSF8E511A6U5FSF8E511A6U5FSF8E511A6U5FSF8E511

74,000円税込
通常モデル

(税抜67,273円)

99,000円税込
SSD500GBモデル

(税抜90,000円)

114,000円税込
SSD1TBモデル

(税抜103,636円)
■CPU：Core i5-10210U
　1.60GHz(最大4.20GHz)
■メモリ：8GB(8GB×1)
■ストレージ（標準）：256GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　（Win11Pro64無料アップグレード対象）
■重量:1.058kg　

■CPU：Core i5-10210U
　1.60GHz(最大4.20GHz)
■メモリ：8GB(8GB×1)
■ストレージ（標準）：256GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　（Win11Pro64無料アップグレード対象）
■重量:1.058kg　

■CPU：Core i5-10210U
　1.60GHz(最大4.20GHz)
■メモリ：8GB(8GB×1)
■ストレージ（標準）：256GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　（Win11Pro64無料アップグレード対象）
■重量:1.058kg　

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

ハイパフォーマンスの
スタンダードモバイル
ハイパフォーマンスの
スタンダードモバイル

13.3型
FHD

6X3D5PA-AAAA6X3D5PA-AAAA6X3D5PA-AAAA6X3D5PA-AAAA

通常モデル

124,000円税込
SSD500GBモデル

(税抜112,727円)

99,000円税込
(税抜90,000円)

139,000円税込
SSD1TBモデル

(税抜126,364円)
■CPU：Core i5-1235U
　1.60GHz(最大4.20GHz)
■メモリ：8GB(8GB×1)
■ストレージ（標準）：256GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　（Win11Pro6411Pro64からダウングレード済み）
■重量:1.33kg　

■CPU：Core i5-1235U
　1.60GHz(最大4.20GHz)
■メモリ：8GB(8GB×1)
■ストレージ（標準）：256GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　（Win11Pro6411Pro64からダウングレード済み）
■重量:1.33kg　

■CPU：Core i5-1235U
　1.60GHz(最大4.20GHz)
■メモリ：8GB(8GB×1)
■ストレージ（標準）：256GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　（Win11Pro6411Pro64からダウングレード済み）
■重量:1.33kg　

注文番号 2302010707 注文番号 2302010708 注文番号 2302010709上質なフィーリングの
快適モバイル
上質なフィーリングの
快適モバイル

13.3型
HD

6X729PA#ABJ/OF6X729PA#ABJ/OF6X729PA#ABJ/OF6X729PA#ABJ/OF

131,200円税込
通常モデル

(税抜119,273円)

156,200円税込
SSD500GBモデル

(税抜142,000円)

171,200円税込
SSD1TBモデル

(税抜171,200円)■CPU：Core i5-1235U
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■13.3インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　(Win11Pro無料UG対象）
■重量:1.33kg

■CPU：Core i5-1235U
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■13.3インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　(Win11Pro無料UG対象）
■重量:1.33kg

■CPU：Core i5-1235U
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■13.3インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
　(Win11Pro無料UG対象）
■重量:1.33kg

Pro
(64bit)

大学で人気の
スーパーロングセラー
大学で人気の
スーパーロングセラー

12.1型
FHD

CF-SV1G21KSCF-SV1G21KSCF-SV1G21KSCF-SV1G21KS

249,800円税込
通常モデル

(税抜227,091円)

274,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜249,818円)
229,200円税込
SSD500GBモデル

(税抜208,364円)

289,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜263,455円)

■CPU ：Core i7 1165G7
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：512GB SSD 
■画面：12.1インチ（1920×1200）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■重量：約1.019㎏

■CPU ：Core i7 1165G7
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：512GB SSD 
■画面：12.1インチ（1920×1200）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■重量：約1.019㎏

■CPU ：Core i7 1165G7
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：512GB SSD 
■画面：12.1インチ（1920×1200）
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■重量：約1.019㎏

Pro
(64bit)

わずか842gの
超軽量モバイル
わずか842gの
超軽量モバイル

13.3型
FHD

PC-GN287RULS/512GPC-GN287RULS/512GPC-GN287RULS/512GPC-GN287RULS/512G

通常モデル

204,200円税込
(税抜185,636円)

244,200円税込
SSD1TBモデル

(税抜222,000円)■CPU：Core i7-1165G7 4.70GHz
　(4コア／8スレッド)
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：512GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows 11 Pro
■重量:842g

■CPU：Core i7-1165G7 4.70GHz
　(4コア／8スレッド)
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：512GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows 11 Pro
■重量:842g

■CPU：Core i7-1165G7 4.70GHz
　(4コア／8スレッド)
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：512GB SSD
■13.3インチ FHD
■光学ドライブ：非搭載
■Windows 11 Pro
■重量:842g

高性能モバイル
Core i5 搭載 ! 台数限定大特価 !

モ
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※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

新品メーカーノートPC12機種(特価ノートカスタム 通常価格+SSDカスタム価格）新品メーカーノートPC12機種(特価ノートカスタム 通常価格+SSDカスタム価格） 厳 選アイテム厳 選アイテム

15.6型ノートPC 注文番号 2302010801 15.6型ノートPC 注文番号 2302010802 15.6型ノートPC 注文番号 2302010803

15.6型ノートPC 注文番号 2302010804 15.6型ノートPC 注文番号 2302010805 15.6型ノートPC 注文番号 2302010806

15.6型ノートPC 注文番号 2302010807 15.6型ノートPC 注文番号 2302010808 15.6型ノートPC 注文番号 2302010809

15.6型ノートPC 注文番号 2302010810 15.6型ノートPC 注文番号 2302010811 15.6型ノートPC 注文番号 2302010812

Core i5-10210U搭載Core i5-10210U搭載Core i3-1115G4搭載Core i3-1115G4搭載

■CPU：Core i5-10210U
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約366.5×250×21.7mm

■CPU：Core i5-10210U
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約366.5×250×21.7mm

■CPU：Core i5-10210U
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約366.5×250×21.7mm

約1.98kg

20U3S02X0020U3S02X0020U3S02X0020U3S02X00

Pro
(64bit)

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 !

15.6型
HD

89,800円税込
通常モデル

(税抜81,636円)

109,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜99,818円)

119,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜108,909円)

約1.76kg

B1500CEAE-BQ1755RB1500CEAE-BQ1755RB1500CEAE-BQ1755RB1500CEAE-BQ1755R

15.6型
フルHD

Ryzen5 5500搭載Ryzen5 5500搭載

Core i7-1165G7搭載Core i7-1165G7搭載

■CPU：Ryzen5 5500
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows11 Pro 64bit
■約358×242×19.9mm

■CPU：Ryzen5 5500
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows11 Pro 64bit
■約358×242×19.9mm

■CPU：Ryzen5 5500
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows11 Pro 64bit
■約358×242×19.9mm

約1.74kg

5D4A0PA#ABJ5D4A0PA#ABJ5D4A0PA#ABJ5D4A0PA#ABJ

94,800円税込
通常モデル

(税抜86,182円)

114,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜104,364円)

124,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜113,455円)

89,800円税込
通常モデル

(税抜81,636円)

109,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜99,818円)

119,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜108,909円)

149,800円税込
通常モデル

(税抜136,182円)

174,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜158,909円)

184,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜168,000円)

約2.2kg

PC-VKL41FBFJ31ZPC-VKL41FBFJ31ZPC-VKL41FBFJ31ZPC-VKL41FBFJ31Z

Pro
(64bit)

15.6型
HD

Celeron 5205U搭載Celeron 5205U搭載

69,800円税込
通常モデル

(税抜63,455円)

89,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜81,636円)

99,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜90,727円)■CPU：Celeron 5205U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVD-ROMドライブ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約376×254×24.9mm

■CPU：Celeron 5205U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVD-ROMドライブ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約376×254×24.9mm

■CPU：Celeron 5205U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVD-ROMドライブ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約376×254×24.9mm

■CPU：Core i3-1115G4
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約362.4x253.8x22.7mm

■CPU：Core i3-1115G4
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約362.4x253.8x22.7mm

■CPU：Core i3-1115G4
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD500GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約362.4x253.8x22.7mm

約2.2kg

PC-VKE19XBGMAT
9ZFZZY 
PC-VKE19XBGMAT
9ZFZZY 
PC-VKE19XBGMAT
9ZFZZY 
PC-VKE19XBGMAT
9ZFZZY 

Pro
(64bit)

15.6型
HD

15.6型
フルHD

Core i7-1165G7搭載Core i7-1165G7搭載

Core i7-1165G7搭載Core i7-1165G7搭載

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD512GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約358×236.5×19.4～20.2mmmm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD512GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約358×236.5×19.4～20.2mmmm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD512GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約358×236.5×19.4～20.2mmmm

約1.74kg

6D6N9PA#ABJ6D6N9PA#ABJ6D6N9PA#ABJ6D6N9PA#ABJ

Pro
(64bit)

15.6型
フルHD

139,800円税込
通常モデル

(税抜127,091円)

164,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜149,818円)

174,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜158,909円)

139,800円税込
通常モデル

(税抜127,091円)

164,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜149,818円)

174,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜158,909円)

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD 256GB
■15.6インチ（1366×768)
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD 256GB
■15.6インチ（1366×768)
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i7-1165G7
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD 256GB
■15.6インチ（1366×768)
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

約2.4kg

A6BCHUE8LA25A6BCHUE8LA25A6BCHUE8LA25A6BCHUE8LA25

Pro
(64bit)

Core i7-1165G7搭載Core i7-1165G7搭載

■CPU：Core i7-1255U
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD512GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約3359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i7-1255U
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD512GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約3359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i7-1255U
■メモリ：16GB 
■ストレージ（標準）：SSD512GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約3359.4×233.9×19.9mm

約1.79kg

6X2X4PA#ABJ6X2X4PA#ABJ6X2X4PA#ABJ6X2X4PA#ABJ

Pro
(64bit)

15.6型
フルHD

159,800円税込
通常モデル

(税抜145,273円)

184,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜168,000円)

194,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜177,091円)

Pro
(64bit)

Core i5-1135G7搭載Core i5-1135G7搭載

15.6型
フルHD

98,800円税込
通常モデル

(税抜89,818円)

119,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜108,909円)

129,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜118,000円)■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

約2.4kg

A6BCHSF8LN21A6BCHSF8LN21A6BCHSF8LN21A6BCHSF8LN21

Pro
(64bit)

Core i5-1135G7搭載Core i5-1135G7搭載

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約359.4×233.9×19.9mm

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約359.4×233.9×19.9mm

約1.74kg

6D6N3PA#ABJ6D6N3PA#ABJ6D6N3PA#ABJ6D6N3PA#ABJ

Pro
(64bit)

15.6型
フルHD

Core i5-1135G7搭載Core i5-1135G7搭載

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約357×235×18.9mm

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約357×235×18.9mm

■CPU：Core i5-1135G7
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1920×1080）
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約357×235×18.9mm

約1.7kg

20VE014RJP20VE014RJP20VE014RJP20VE014RJP

Pro
(64bit)

96,800円税込
通常モデル

(税抜88,000円)

116,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜106,182円)

126,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜115,273円)

96,800円税込
通常モデル

(税抜88,000円)

116,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜106,182円)

126,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜115,273円)

15.6型
フルHD

Core i7-8565U搭載Core i7-8565U搭載

15.6型
HD

15.6型
HD

114,800円税込
通常モデル

(税抜104,364円)

139,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜127,091円)

149,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜136,182円)■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD256GB
■15.6インチ（1366×768）
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Windows10 Pro 64bit
■約379×257.9×16.9～23.9mm

約2.4kg

A6BSESKALA21A6BSESKALA21A6BSESKALA21A6BSESKALA21

Pro
(64bit)
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※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

新品メーカーデスク12機種（特価デスクカスタム 通常価格+SSDカスタム価格）新品メーカーデスク12機種（特価デスクカスタム 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PC 注文番号 2302010901 デスクトップPC 注文番号 2302010902 デスクトップPC 注文番号 2302010903

デスクトップPC 注文番号 2302010904 デスクトップPC 注文番号 2302010905 デスクトップPC 注文番号 2302010906

デスクトップPC 注文番号 2302010907 デスクトップPC 注文番号 2302010908 デスクトップPC 注文番号 2302010909

デスクトップPC 注文番号 2302010910 デスクトップPC 注文番号 2302010911 デスクトップPC 注文番号 2302010912

79,800円税込
通常モデル

(税抜72,545円)

99,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜90,727円)

601Q4PA-AAAJ601Q4PA-AAAJ601Q4PA-AAAJ601Q4PA-AAAJ

Corei3-10105搭載Corei3-10105搭載

■CPU：Corei3-10105
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-10105
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-10105
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

49,800円税込
通常モデル

(税抜45,273円)

69,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜63,455円)

約4.3kg

A612DSVAF112A612DSVAF112A612DSVAF112A612DSVAF112

Celeron G4900搭載Celeron G4900搭載

■CPU：Celeron G4900
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Celeron G4900
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Celeron G4900
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Core i3-10105
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Core i3-10105
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Core i3-10105
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無 (税抜86,181円)

Pro
(64bit)

94,800円税込
通常モデル

(税抜86,181円)

114,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜104,364円)

約4.9kg

FMVD5201WPFMVD5201WPFMVD5201WPFMVD5201WP

Core i3-10105搭載Core i3-10105搭載

■CPU：Core i5-10500T
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Core i5-10500T
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Core i5-10500T
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

99,800円税込
通常モデル

(税抜90,727円)

119,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜108,909円)

約2.1kg

FMVB1501MFMVB1501MFMVB1501MFMVB1501M

Core i5-10500T搭載Core i5-10500T搭載

■CPU：Corei5-12400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-12400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-12400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

94,800円税込
通常モデル

(税抜86,181円)

114,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜104,364円)

約4.35kg

7G8S4PA#ABJ7G8S4PA#ABJ7G8S4PA#ABJ7G8S4PA#ABJ

Corei5-12500搭載Corei5-12500搭載

■CPU：Corei5-10400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-10400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-10400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

79,800円税込
通常モデル

(税抜72,545円)

99,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜90,727円)

約5.3kg

11DB001MJP11DB001MJP11DB001MJP11DB001MJP

Corei5-10400搭載Corei5-10400搭載

■CPU：Corei7-11700
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD・512GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-11700
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD・512GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-11700
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD・512GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

149,800円税込
通常モデル

(税抜136,182円)

189,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜172,545円)

約5.0kg

D700SC-I7BLKD700SC-I7BLKD700SC-I7BLKD700SC-I7BLK

Corei7-11700搭載Corei7-11700搭載

■CPU：Corei5-1135G7
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・512GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows11 Home 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-1135G7
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・512GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows11 Home 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-1135G7
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・512GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows11 Home 64bit
■Office無

94,800円税込
通常モデル

(税抜86,181円)

134,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜122,545円)

RN96-F58YRN96-F58YRN96-F58YRN96-F58Y

Corei5-1135G7搭載Corei5-1135G7搭載

■CPU：Corei5-12400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-12400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-12400
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

79,800円税込
通常モデル

(税抜72,545円)

99,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜90,727円)

約4.5kg

11SYS05P0011SYS05P0011SYS05P0011SYS05P00

Corei5-12400搭載Corei5-12400搭載

94,800円税込
通常モデル

(税抜86,182円)

114,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜104,364円)

PC-MKL30CZFE
4KBMJSSZ
PC-MKL30CZFE
4KBMJSSZ
PC-MKL30CZFE
4KBMJSSZ
PC-MKL30CZFE
4KBMJSSZ

Corei3-10105搭載Corei3-10105搭載

■CPU：Corei3-10105T
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-10105T
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-10105T
■メモリ：8GB 
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-12700
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-12700
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-12700
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

149,800円税込
通常モデル

(税抜136,182円)

169,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜154,364円)

約4.35kg

7H3U7PA#ABJ7H3U7PA#ABJ7H3U7PA#ABJ7H3U7PA#ABJ

Corei7-12700搭載Corei7-12700搭載

■CPU：Corei7-12700
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-12700
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei7-12700
■メモリ：16GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：スーパーマルチドライブ
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

159,800円税込
通常モデル

(税抜145,273円)

199,800円税込
SSD1TBモデル

(税抜181,636円)

DTOP099-003N3DTOP099-003N3DTOP099-003N3DTOP099-003N3

Corei7-12700搭載Corei7-12700搭載

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。

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。
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※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PC 9機種（ノート3機種、デスク6機種）中古PC 9機種（ノート3機種、デスク6機種） 厳 選アイテム厳 選アイテム

ノートPC 注文番号 2302011001 ノートPC 注文番号 2302011002 ノートPC 注文番号 2302011003

デスクトップPC 注文番号 2302011004 デスクトップPC 注文番号 2302011005 デスクトップPC 注文番号 2302011006

デスクトップPC 注文番号 2302011007 デスクトップPC 注文番号 2302011008 デスクトップPC 注文番号 2302011009

デスクトップPC 注文番号 2302011010 デスクトップPC 注文番号 2302011011 デスクトップPC 注文番号 2302011012

(税抜81,636円)

Corei5-8350U搭載Corei5-8350U搭載

74,800円税込
通常モデル

(税抜68,000円)

94,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜86,182円)

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■12.1型
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■12.1型
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■12.1型
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

約0.999kgCF-SV7RDAVSCF-SV7RDAVSCF-SV7RDAVSCF-SV7RDAVS

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

■CPU：Corei5-4590
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・320GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-4590
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・320GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-4590
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・320GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

34,800円税込
通常モデル

(税抜31,636円)

54,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜49,818円)

ESPRIMO D583ESPRIMO D583ESPRIMO D583ESPRIMO D583

Corei5-4590搭載Corei5-4590搭載

Corei5-8350U搭載Corei5-8350U搭載 Corei5-8350U搭載Corei5-8350U搭載

74,800円税込
通常モデル

(税抜68,000円)

94,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜86,182円)

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■12.1型
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■12.1型
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■12.1型
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

約0.919kg

約5.8kg約5.8kg

CF-SV7RDCVSCF-SV7RDCVSCF-SV7RDCVSCF-SV7RDCVS

Pro
(64bit)

12.1型
WUXGA

74,800円税込
通常モデル

(税抜68,000円)

94,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜86,182円)

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■14.0型
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■14.0型
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

■CPU：Corei5-8350U
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■14.0型
■光学ドライブ：非搭載
■有線/無線LAN：○
■Win10 Pro64(Windows11対象)
■Officeなし

約1.17kgCF-LV7RDCVSCF-LV7RDCVSCF-LV7RDCVSCF-LV7RDCVS

Pro
(64bit)

14.0型
フルHD

■CPU：Corei3-6100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-6100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-6100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

37,800円税込
通常モデル

(税抜34,364円)

57,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜52,545円)

ESPRIMO D556/SESPRIMO D556/SESPRIMO D556/SESPRIMO D556/S

Corei3-6100搭載Corei3-6100搭載

■CPU：Corei3-8100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-8100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-8100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

37,800円税込
通常モデル

(税抜34,364円)

57,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜52,545円)

ProDesk400G4MDProDesk400G4MDProDesk400G4MDProDesk400G4MD

Corei3-8100搭載Corei3-8100搭載

■CPU：Corei3-6100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB+
　HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-マルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-6100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB+
　HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-マルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-6100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB+
　HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-マルチドライブ
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

39,800円税込
通常モデル

(税抜36,182円)

59,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜54,364円)

PRODESK 600G2PRODESK 600G2PRODESK 600G2PRODESK 600G2

Corei3-6100搭載Corei3-6100搭載

約5.8kg約0.78kg

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・128GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・128GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・128GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

44,800円税込
通常モデル

(税抜40,727円)

64,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜58,909円)

ESPRIMO D956ESPRIMO D956ESPRIMO D956ESPRIMO D956

Corei5-6500搭載Corei5-6500搭載

■CPU：Corei3-8100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-8100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-8100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

46,800円税込
通常モデル

(税抜42,545円)

66,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜60,727円)

OPTIPLEX 3060SFFOPTIPLEX 3060SFFOPTIPLEX 3060SFFOPTIPLEX 3060SFF

Corei3-8100搭載Corei3-8100搭載

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB
■光学ドライブ：非搭載
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

46,800円税込
通常モデル

(税抜42,545円)

66,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜60,727円)

ELITEDESK 800 G3 DMELITEDESK 800 G3 DMELITEDESK 800 G3 DMELITEDESK 800 G3 DM
ELITEDESK 800G3 SFELITEDESK 800G3 SFELITEDESK 800G3 SFELITEDESK 800G3 SF

Corei5-6500搭載Corei5-6500搭載

約0.78kg

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei3-9100
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：HDD・500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■Office無

Pro
(64bit)

49,800円税込
通常モデル

(税抜45,273円)

69,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜63,455円)

Optiplex 3070Optiplex 3070Optiplex 3070Optiplex 3070

Corei3-9100搭載Corei3-9100搭載

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB+
　HDD500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB+
　HDD500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

■CPU：Corei5-6500
■メモリ：8GB
■ストレージ（標準）：SSD・256GB+
　HDD500GB
■光学ドライブ：DVD-ROM
■Windows11 Pro 64bit
■Office無

59,800円税込
通常モデル

(税抜54,364円)

79,800円税込
SSD500GBモデル

(税抜72,545円)

Corei5-6500搭載Corei5-6500搭載

診断無料！ 高い技術力! 安心の低料金!
様々なメディアに保存されていた大切なデータ、不慮の
事故等での喪失から救い出します！データ喪失でお困
りの際はぜひ、当サービスをご利用ください！

様々なメディアに保存されていた大切なデータ、不慮の
事故等での喪失から救い出します！データ喪失でお困
りの際はぜひ、当サービスをご利用ください！

消えてしまったデータ、復元・復旧いたします！消えてしまったデータ、復元・復旧いたします！
データ復元・復旧サービス

安心
価格 22,00022,000円円税込税込～～
今なら通常料金 3,300円(税込)の
データ復旧見積りが無料
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GP-XS4214Rx2M3A960TDeSD
深層学習（ディープ・ラーニング）モデル
（4U/2PU/最大 5GPU）

BT-i913900KAS1N1TTNVM

安心の

1年間
保証付

オンサイト保守サービスは、弊社にてご購入いただいた製品の保守作業を現地で行う
サービスです。通常のセンドバックサービスとは違い、エンジニアがお客様のところ
に伺って作業を行いますので弊社に製品をお送りいただくことなくハードウェアの修理
作業をお受けいただけます。

オンサイト保守サービスオンサイト保守サービス
■オンサイト保守価格

HPC Deep Learning ワークステーション6機種

弊社Deep Learningモデルは、NVIDIA GPU Cloud（TensorFlow / Pytorch / Chiner）他、Deep Learning用フレームワークを
プリインストール済みとなります。

注文番号 2302011101

■OS：Windows 10 Pro 64bit （Win11ダウングレード）
■フレームワーク：CUDA11/Anaconda/
　Tensor Flow/Keras/Chainer他 for Windows
■CPU：Core i9-13900K（P3.0GHz-5.4GHz/
　E2.2GHz-4.3GHz/TB5.8GHz/TB3.0 5.8GHz)
■メモリ：128GB（32GB×4）DDR5-4800
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■プロセッサー・ファン：水冷 CPU クーラー （水冷
　一体型/360mm ラジエター/120mm FAN x3）
■グラフィック：GeForce RTX3080 8703コア 10GB
　GDDR6X 320bit PCI-e4.0
　（DisplayPort×3、HDMIｘ1）
■電源：1200W 80Plus PLATINUM認証
　フルモジュラー仕様
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

■OS：Ubuntu20.04LTS インストール代行
■フレームワーク：NVIDIA GPU Cloud
　（TensorFlow/Pytorch/Chiner）インストール代行
■CPU：Core i9 10980XE （18コア/36スレッド/
　3.0GHz/tb4.6GHz/24.75MB/165W）
■メモリ：256GB （32GB×8）  DDR4-3200
■ストレージ（標準）：4TB M.2　NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■プロセッサー・ファン：水冷CPUクーラー　水冷一体型
　240mmラジエター、120mmFANx2
■グラフィック：NVIDIA RTX A4500 20GB GDDR6
　（DisplayPort×4） PCI-E4.0ｘ16
■電源：1000W 80PLUS GOLD認証
　フルモジュラー仕様
■3年間センドバック方式ハードウェア保証

第13世代 インテル® Core™ i9（K 付）プロセッサー 搭載
（ミドル・タワー型） 

999,800999,800円税込限定
特価

安心の

3年間
保証付

注文番号 2302011105

安心の

3年間
保証付

注文番号 2302011106

(税抜908,909円)

CVW-I910980XEAS3Q4TTNVM

安心の

3年間
保証付

注文番号 2302011102インテル® Core™ X プロセッサー搭載
簡易ワークステーション 

1,499,8001,499,800円税込限定
特価

(税抜1,363,455円)

WST-XW2295S3Q1.92TTNVM

安心の

3年間
保証付

注文番号 2302011103

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：NVIDIA GPU Cloud
　（TensorFlow/Pytorch/Chiner）インストール代行
■CPU：Xeon 18-Core W-2295 3.0GHz (最大4.6Ghz）
　24.75M 165W 14nm DDR4-2933　MAX1TB
■メモリ：256GB （64GB×4） DDR4-2933 1.2V
　2RANK Registered ECC DIMM
■ストレージ（標準）：1.92TB M.2 NVMe Read
　最大5500MB Write 最大2000MB/Sec
　高耐久SSD Samsung PM9A3シリーズ
■ストレージ（増設）：8TB （7200rpm, 256MB,
　6Gb/s SATA） MTBF=200万時間 高耐久HDD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■プロセッサー・ファン：4U Active CPU Heat Sink
　for X9 Socket R WS
■グラフィック：【1GPU】NVIDIA RTX A4500 20GB
　GDDR6 （DisplayPort ×4） PCI-E4.0ｘ16
■電源：900W 80PLUS GOLD認証
■3年間センドバック方式ハードウェア保証

■OS：Ubuntu20.04LTS インストール代行
■フレームワーク：NVIDIA GPU Cloud
　(Tensor Flow/Pytorch/Chainer) for linux
■CPU：【2CPU】Xeon Silver 4214R 2.40GHz
■メモリ：192GB （16GB×12） DDR4-2933 1.2V
　1RANK Registered ECC DIMM
■ストレージ（OS）：960GB SSD 6Gb/s SATA
　R:550MB/s W:520MB/s  高耐久SSD
■ストレージ（データ）：4TB （7200rpm,128MB,
　6Gb/s SATA） 高耐久HDD
■光学ドライブ：非搭載
■プロセッサー・ファン：2U passive CPU heatsink
　for Intel Xeon Scalable Processor (x2)
■グラフィック（描画）：[オンボード] ASPEED AST2500
　BMC （VGAｘ１） IPMI
■グラフィック（計算）：NVIDIA RTX A6000 48GB
　GDDR6 ECC （DisplayPortx4）PCI E 4.0 x16
■電源：2000W 80PLUS Platinum認証
　1,000W (100V時) / 2000 W (200V時)
■3年間センドバック方式ハードウェア保証

■OS：Ubuntu20.04LTS インストール代行
■フレームワーク：NVIDIA GPU Cloud
　(Tensor Flow/Pytorch/Chainer) for linux
■CPU：【2CPU】Xeon GOLD 6240R 2.4GHz
■メモリ：512GB （32GB×16） DDR4-2933 1.2V
　2RANK Registered ECC DIMM
■ストレージ（標準）：960GB SSD 6Gb/s SATA
　R:550MB/s W:530MB/s MTBF:200万時間
　高耐久SSD Samsung PM893シリーズ
■ストレージ（増設）：4TB （7200rpm, 128MB,
　6Gb/s SATA） MTBF=200万時間 高耐久HDD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■プロセッサー・ファン：4U Active CPU Heat Sink
■グラフィック：【2GPU】NVIDIA RTX A6000 48GB
　GDDR6 ECC （DisplayPortx4）PCI E 4.0 x16
■電源：1200W 80PLUS Platinum 認証
　(100V時1000W出力）
■3年間センドバック方式ハードウェア保証

科学技術計算向けワークステーション
（Xeon® W 搭載） 

 1,999,800 1,999,800円税込限定
特価

(税抜1,818,000円)

 2,999,800 2,999,800円税込限定
特価

(税抜2,727,091円)
 4,999,800 4,999,800円税込限定

特価
(税抜4,545,273円)

WST-RT5975WXS3Q2TTNVM

注文番号 2302011104AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 搭載
ワークステーション（最大 4GPU） 

WST-XS6240Rx2S3Q960TSD
[2CPU] 第2世代 インテル® Xeon®
スケーラブル・プロセッサー 搭載 

Pro
(64bit)

安心の

3年間
保証付

■OS：Ubuntu 20.04 LTS インストール代行
■フレームワーク：NVIDIA GPU Cloud
　（TensorFlow/Pytorch/Chiner）インストール代行
■CPU：AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX
　（32C/64Ｔ/3.5/Max4.5GHz/144MB/280W）
■メモリ：256GB （32GB×8） DDR4-3200 1.2V
　2RANK Registered ECC DIMM
■ストレージ（標準）：2TB M.2 NVMe SSD
■ストレージ（増設）：4TB （7200rpm, 128MB,
　6Gb/s SATA） MTBF=200万時間 高耐久HDD
■光学ドライブ：非搭載
■プロセッサー・ファン：水冷 CPU クーラー（水冷一体型/
　360mm ラジエター/120mm FANx3）
■グラフィック：NVIDIA RTX A5000 24GB GDDR6
　（DisplayPort×4） PCI-E4.0ｘ16
■電源：1000W 80Plus PLATINUM認証
　フルプラグイン
■3年間センドバック方式ハードウェア保証

 2,499,800 2,499,800円税込限定
特価

(税抜2,272,545円)
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BTO ビジネス・パソコン「Be-Clia シリーズ」
12・13世代CPU 8機種特集

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。

注文番号 2302011201

 129,800 129,800円税込限定
特価

■OS：Windows 10 Pro 64bit （Win11ダウングレード）
■CPU：Core i5-12400 （6コア/12スレッド/2.5GHz/
　tb4.4GHz/18M/DDR4-3200）
■メモリ：8GB （8GB×1） DDR4-3200（PC4-25600）
■ストレージ（標準）：500GB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：[Based on CPU] インテル UHDグラフィック
　（DisplayPort 1.4×1, HDMI×1）
■電源：300W電源（80 Plus Gold 認証）
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

安心の

1年間
保証付

Step 1 Step 2商品検索・在庫確認 仕様カスタマイズ 項目をチェックStep 3

GPUや用途などから
製品を検索してください。

仕様書
ダウンロード可能

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

ご依頼いただいた内容が仕
様書としてマイページから
ダウンロードできます。

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

たった3分で製品仕様と概算見積もりまで完了!

チェックを入れない

チェックを入れるアプライドHPC&BTOはWEBサイトにて商
品をじっくり選んで「正式お見積り依頼」と「仕
様書のダウンロード」が簡単にできます!

ア プ ラ イ ド W E B サ イ ト
HPC/BTO

https://bto.applied.ne.jp/ アプライドHPC
アプライド HPC/BTO
PC専用WEBサイトはこちらより

(税抜118,000円)

Pro
(64bit)

BT-i512400AS1H500SNVM
[限定30台] インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー搭載
スリム・モデル 

注文番号 2302011202

 179,800 179,800円税込限定
特価

■OS：Windows 10 Pro 64bit （Win11ダウングレード）
■CPU：Core i7-12700 （12コア/20スレッド/2.1GHz/
　tb4.9GHz/25M/DDR4-3200）
■メモリ：16GB （8GB×2） DDR4-3200（PC4-25600）
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：[Based on CPU] インテル UHDグラフィック
　（DisplayPort 1.4×1, HDMI×1）
■電源：650W 80Plus GOLD認証 フルモジュラー
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

安心の

1年間
保証付

(税抜163,455円)

Pro
(64bit)

BT-i712700AS1H1TMNVM
第12世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 搭載
（マイクロ・タワー型） 

注文番号 2302011203

 204,900 204,900円税込限定
特価

■OS：Windows 11 Pro 64bit
■CPU：Core i7-13700（P2.1GHz-5.1GHz/E1.5GHz-
　4.1GHz/TB5.2GHz/TB3.0 5.2GHz)/16コア
　(P8+E8)/24スレッド/30MBキャッシュ/65W-219W）
■メモリ：32GB（16GB×2）DDR4-3200（PC4-25600）
■ストレージ（標準）：2TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：[Based on CPU] インテル UHD グラフィック
　（DisplayPort 1.4×1 | HDMI×1）
■電源：300W 電源（80 Plus Gold 認証）
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

■OS：Windows 11 Pro 64bit
■CPU：Core i7-13700（P2.1GHz-5.1GHz/E1.5GHz-
　4.1GHz/TB5.2GHz/TB3.0 5.2GHz)/16コア
　(P8+E8)/24スレッド/30MBキャッシュ/65W-219W）
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4-3200（PC4-2560
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：【1GPU】NVIDIA T400 4GB-GDDR6
　（Mini DisplayPort x3）PCIe 3.0（x16）
　※ MiniDP to DP 変換アダプタ 1 本付属
■電源：550W 80 Plus Bronze 認証
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

安心の

1年間
保証付

(税抜186,273円)

BT-i713700AS1H2TSNVM
第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 搭載
（スリム・タワー型）

注文番号 2302011204

 221,700 221,700円税込限定
特価

安心の

1年間
保証付

(税抜201,545円)

BT-i713700AS1Q1TMNVM
第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 搭載
（マイクロ・タワー型）

注文番号 2302011205

 258,000 258,000円税込限定
特価

■OS：Windows 11 Pro 64bit
■CPU：Core i9-13900（P2.0GHz-5.2GHz/E1.5GHz-
　4.2GHz/TB5.6GHz/TVB5.6GHz/TB3.0 5.5GHz)/
　24コア(P8+E16)/32スレッド/36MBキャッシュ/65W
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR4-3200（PC4-25600）
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：【1GPU】NVIDIA T400 4GB-GDDR6
　（Mini DisplayPort×3）PCIe 3.0（×16）
　※ MiniDP to DP 変換アダプタ 1 本付属
■電源：550W 80 Plus Bronze 認証
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

■OS：Windows 11 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen 7 7700X （8C/16T/4.5/
　Max5.4GHz/L3:40MB/105W）AMD Radeon™
　Graphics  AM5 PCIe 5.0 DDR5-5200
■メモリ：16GB（8GB ×2）DDR5-4800（PC5-38400
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：非搭載
■グラフィック：[Based on CPU] Integrated AMD
　Radeon™ Graphics
　（DisplayPort 1.4×1, HDMI×1） 4K出力対応
■電源：650W 80PLUS GOLD認証 セミモジューラー
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

安心の

1年間
保証付

(税抜234,545円)

BT-i913900AS1Q1TMNVM
第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 搭載
（スリム・タワー型）

注文番号 2302011206

 272,800 272,800円税込限定
特価

安心の

1年間
保証付

(税抜248,000円)

BT-R77700XAS1A1TTNVM
AMD Ryzen™ 7000 デスクトップ・プロセッサー 搭載 

注文番号 2302011207

 349,000 349,000円税込限定
特価

■OS：Windows 11 Pro 64bit
■CPU：Core i9-13900K（P3.0GHz-5.4GHz/E2.2GHz-
　4.3GHz/TB5.8GHz/TB3.0 5.8GHz)/24コア(P8+
　E16)/32スレッド/36MBキャッシュ/125W-253W）
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR5-4800
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：[Based on CPU] インテル UHDグラフィック
　770 （DisplayPort 1.4×1, HDMI×1） 4K出力対応
■電源：1000W 80 Plus Gold 認証
　（フルモジュラー/ATX3.0 準拠/PCIe 5.0)
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

■OS：Windows 11 Pro 64bit
■CPU：AMD Ryzen 9 7950X （16C/32Ｔ/4.5/
　Max5.7GHz/L3:80MB/170W）AMD Radeon™
　Graphics  AM5 PCIe 5.0 DDR5-5200
■メモリ：32GB（16GB ×2）DDR5-4800
■ストレージ（標準）：1TB M.2 NVMe SSD
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ（ブラック）
■グラフィック：[Based on CPU] Integrated AMD
　Radeon™ Graphics （DisplayPort 1.4×1, HDMI×1）
　4K出力対応
■電源：650W 80PLUS GOLD認証 セミモジューラー
■1年間センドバック方式ハードウェア保証

安心の

1年間
保証付

(税抜317,273円)

BT-i913900KAS1H1TTNVM
第13世代 インテル® Core™ i9（K 付）プロセッサー 搭載
（ミドル・タワー型） 

注文番号 2302011208

 363,000 363,000円税込限定
特価

安心の

1年間
保証付

(税抜330,000円)

BT-R97950XAS1A1TTNVM
AMD Ryzen™ 7000 デスクトップ・プロセッサー 搭載 
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 15,800円税込
(税抜14,364円)

①667mm　1555mm　VS2-32DSJ
②967mm　1300mm　VS2-23DSJ

外寸(幅) 外寸(高) 品番

●外寸(奥):400mm●板面有効寸法:①幅576×高876mm②幅876×高576mm●質量:①6.5kg②6.8kg●材質:板面=水性
塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=鋼管(粉体塗装)、フレーム=アルミ(粉体塗装)●暗線:無●付属品:マーカー(黒・赤各1本)、イレー
ザー(大)、マグネット付トレー●キャスター:ストッパー付●②高さ2段階(1300・1000mm)組立可

●両面ホワイトボード

●事務イス

●脚付片面ホワイトボード

21,800円税込
(税抜19,818円)

24,800円税込
(税抜22,545円)

①1267mm　VS2-34SSJ　

②1867mm　VS2-36SSJ

外寸(幅) 品番

●外寸(奥):562mm●板面有効寸法:①幅1176×高876mm②幅1776×高876mm●質量:①10.1kg②13.5kg●材質:板面
=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=鋼管(粉体塗装)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、背面=カラー鋼板●付属品:マーカー(黒・赤各1
本)、イレーザー(大)●キャスター:ストッパー付●暗線:無●別注(罫引):可能●出荷/包装単位:1能●板面傾斜固定(10度)可能
●別注(罫引)可能。詳しくは販売店へお問合せください。●出荷/包装単位:1

34,800円税込
(税抜31,636円)

FST-88
NVネイビー・BK ブラック

品番

●外寸(幅x奥x高):546×555×840～920mm●座面高:410～490mm●座面(幅
x奥):450×440mm●質量:12.3kg●材質:背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ナイロ
ンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター●出荷/包装単位:1
ンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター●出荷/包装単位:1

●イス用肘セット
　FST-88A FST-88用固定肘

4,980円税込
(税抜4,527円)

FST-88A

品番

●外寸(幅x奥x高):535×275×70mm●質量:0.7kg●色:ブラック●材質:ポリプロピレ
ン●1本入●出荷/包装単位:1/10

●脚付両面ホワイトボード

24,800円税込
(税抜22,545円)

29,800円税込
(税抜27,091円)

①1292mm　VS2-34DSP　

②1892mm　VS2-36DSP

外寸(幅) 品番

●外寸(奥):562mm●板面有効寸法:①幅1176×高876mm②幅1776×高876mm●質量:①12.2kg②16.2kg
●材質:板面=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=鋼管(粉体塗装)、フレーム=アルミ(粉体塗装)●付属品:マーカー
(黒・赤各1本)、イレーザー(大)●キャスター:ストッパー付●暗線:無●別注(罫引):可能●出荷/包装単位:1

ミーティングシーンに必要なホワイトボード。
スモールサイズなので狭いスペースでも使えます。

アクセサリーボックスや、
ブランケットハンガーとしても使える肘など
女性にも嬉しいチェア。

●事務イス プロップ肘無
品番

●事務イス アジャスト肘

リーズナブルながら
シンクロロッキング機能付きです。

●事務イス プロップ肘無

29,800円税込
(税抜27,091円)

29,800円税込
(税抜27,091円)

KC-A92SL
BKブラック・BLブルー・WIワイン

KC-CL66SL
ブラック・ブルー・ピンク・イエローグリーン

品番

●外寸(幅x奥x高):562×576×790～903mm●座面高:417～530mm●座面(幅x奥):450×435mm●質量:10.6kg●材
質:背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品・成型合板、クッション=モールドウ
レタン、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター●出荷/包装単位:1

●テーブル

30,800円税込
(税抜28,000円)

①1200×750mm
　YH-R1275
　ネオグレー

外寸(幅x奥)・品番

35,800円税込
(税抜32,545円)

②1500×750mm
　YH-R1575
　ネオグレー

34,800円税込
(税抜31,636円)

③1800×600mm
　YH-R1860
　ネオグレー・ナチュラル

39,800円税込
(税抜36,182円)

④1800×750mm
　YH-R1875
　ネオグレー・ナチュラル

外寸(幅x奥)・品番

42,800円税込
(税抜38,909円)

⑤1800×900mm
　YH-R1890
　ネオグレー・ナチュラル

62,800円税込
(税抜57,091円)

⑥2100×900mm
　YH-R2190
　ネオグレー

●高:700mm●質量:①17kg②③20kg④22kg⑤26kg⑥32kg●天板厚:28mm●材質:天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=オレフィン
系樹脂、脚=直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ)●アジャスター:有●出荷/包装単位:1

●外寸(幅x奥x高):658×682×851～941mm●座面高:415～505mm●座面(幅x奥):480×475mm●質量:13.7kg●材
質:背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/成型合板、クッション=モールドウレタン
フォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター●出荷/包装単位:1

●事務イス プロップ肘付

39,800円税込
(税抜36,182円)

KD-A92SL
BKブラック・BLブルー・WIワイン

品番

●外寸(幅x奥x高):572×576×790～903mm●座面高:417～530mm●座面(幅x奥):450×435mm●質量:12.3kg●材
質:背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品・成型合板、クッション=モールドウ
レタン、脚=強化樹脂、肘=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスター●肘高さ調節:6段階(14.5mmピッチ)
●出荷/包装単位:1

8,800円税込
(税抜8,000円)

KB-NXZ BK

品番

●外寸(幅x奥x高):①240×74(190)×290～360mm●質量:①3.1kg●色:ブラッ
ク●材質:ポリプロピレン●①支柱部=スチールパイプ●①肘高さ調節(5段階・14mm
ピッチ)●左右各1本入●出荷/包装単位:1

背・座にモールドウレタンを使用。
体をしっかりサポートします。

片面ホワイトボード。
裏面にもマグネット使用可能。

片面月予定の両面ホワイトボード。

オフィス空間に映えるメッキ脚が人気です。

●テーブル(キャスター脚)

●テーブル(固定脚)34,800円税込
(税抜31,636円)

①1500×900mm
　RM-1590C
　Nナチュラル・ホワイト

外寸(幅x奥)・品番

外寸(幅x奥)・品番

31,800円税込
(税抜28,909円)

②1200×1200mm
　RM-1200C
　Nナチュラル・ホワイト

26,800円税込
(税抜24,364円)

③900×900mm
　RM-990C
　Nナチュラル・ホワイト

28,800円税込
(税抜26,182円)

④直径1000mm
　RM-1000C
　Nナチュラル・ホワイト

33,800円税込
(税抜30,727円)

⑤1500×900mm
　RM-1590
　Nナチュラル・ホワイト

24,800円税込
(税抜22,545円)

⑥900×900mm
　RM-990
　Nナチュラル・ホワイト

26,800円税込
(税抜24,364円)

⑦直径1000mm
　RM-1000 
　Nナチュラル・ホワイト

●高:720mm●天板厚:18mm●質量:①24.7kg②27.5kg③16.8kg④16.9kg●材質:天板=
低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=PVC、脚部=直径31.8mmスチールパ
イプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部=15×40mmスチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)●最大積載質
量:45kg●キャスター:ストッパー4個付●配線口付●アジャスター機能(調整範囲:+10mm)
●出荷/包装単位:1

●高:720mm●天板厚:18mm●質量:⑤26.4kg⑥18.5kg⑦16.6kg●材質:天板=低圧メラミ
ン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=PVC、脚部=直径31.8mmスチールパイプ(粉体
塗装・ホワイト)、桁部=15×40mmスチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)●最大積載質量:45kg
●配線口付●アジャスター:有●出荷/包装単位:1

②
①
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プ
ラ
ス
家
具
　
12
種
類

プラス家具 12種類プラス家具 12種類 厳 選アイテム厳 選アイテム

両面ホワイトボード 注文番号 2302011301 脚付片面ホワイトボード 注文番号 2302011302 ノートPC 注文番号 2302011303

事務イス 注文番号 2302011304

テーブル 注文番号 2302011307 テーブル 注文番号 2302011308

事務イス 注文番号 2302011305 事務イス 注文番号 2302011306



アプライドにお任せください!
サイト制作はWEBWEB

国内最大級の
シェア

制作実績

2,200件超
国内最大級の

シェア

制作実績制作実績制作実績

2,200件超

大学・研究室・研究所向け制作実績多数！

面倒な更新作業はおまかせ！WEBサイト更新作業代行
※デザインの変更・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致します。

スタンダードプラン アクセスサポートプラン

149,800円税込

選べる豊富な
テンプレートデザイン

5ページ制作 簡易SEO対策スマートフォン対応

メールフォーム

【Aプラン】
テンプレートプラン

【Bプラン】
テンプレート＆CMSプラン

【Cプラン】
オリジナルデザインプラン

249,800円税込
7ページ制作 簡易SEO対策

CMS対応
（WordPress）

スマートフォン対応

メールフォーム

349,800円税込
10ページ制作 簡易SEO対策

CMS対応
（WordPress）

スマートフォン対応

メールフォーム

短納期でおすすめ！！

選べる豊富な
テンプレートデザイン

短納期でおすすめ！！

オリジナルデザインプラン

プロのデザイナーが
先生のサイトを新規デザイン！！

アプライドがおススメする大学研究室向けおすすめパッケージ

CMS対応
（WordPress）

CMS対応
（WordPress）

初年度
年間保守サポート付き
スタンダードプラン(1年)

初年度
年間保守サポート付き
スタンダードプラン(1年)

初年度
年間保守サポート付き
スタンダードプラン(1年)
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あきらめる前にアプライドに１度ご相談ください！

PC高速化！SSD換装サービス！PC高速化！SSD換装サービス！

高度なディスクスキャンで高い復元力!安心の低料金!

パソコン１台（DVD１枚分の容量まで）

安心
価格 22,00022,000円円税込税込～～

※復旧データは、DVDメディアにコピーしてお渡しいたします。※DVDメディア1枚以上の容量の場合は別途お見積もり
いたします。※障害レベルにより費用等はかわります。※データ取り出し検査料が3,000円別途かかります。

データ復旧・復元サービス

資料 企画書 アドレス リスト
様々なメディアに保存されていた大切なデータ、不慮
の事故等での喪失から救い出します！

データが
すべて消えた!!
どうしよう?!

RAID崩壊したNASや、突然
アクセス不能になったNAS
からのデータ復元

「削除」したファイル・フォルダ・
フォーマットされたドライブから

のデータ復元

断片化しているフォルダから
の復元、ファイル情報が
破損したデータの復元

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!
大容量化サービス！

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

49,80049,800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）

初期の SSD 容量である128GB や 256GB では最近のシステム更新やデータ容量増加に対応しにくくなっています。
大容量 SSDに換装して快適な使用環境構築を実現！

現在、テレワークやオンライン授業で求められるデー
タ容量が増加しています。
今のうちにお手持ちのPCを大容量ストレージに交換
して快適な仕様で
授業や研究でご利
用ください。

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!

故障原因No.1

HDD

今なら通常料金 3,300円(税込)の
データ復旧見積りが無料

パソコンが快適に！
パソコンが快適に！

＋データ移行
換装 SSD

高速・高耐久の最新ストレージ

HDDの
約3倍
速い!!
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