
情報誌

パソコン・周辺機器に関することなら全てお任せ
最新のサービスも満載

パソコン・タブレット・ＩＴ機器・技術サービスの総合カタログ

2018年3月～4月号

20vol.

PC・IT機器情報
カタログ

ビ ジ ネ ス パ ソ コ ン

快適
安心

P2-3 P5-6 P7P4

P8 P10 P11P9

P12 P15 P16P13-14

ワークステーション

ハイエンド向けBTO

オーダーシート
SSD換装・SSＨD換装 ホームぺージ制作

Surface・Apple

ノートパソコン・タブレット
デスクトップパソコン

ハイスペックノート
BizPCセレクトモバイル

中古PC 周辺機器

メンテナンス その他CERVOシリーズ

家電 BTO-PC

今月の
BizPC ハイスペックPC

Windows10 デスクトップ
SSD・ハイブリッドHDD
（SSHD） カスタマイズモデル

SSD・SSHD PC

延長保証・電話サポート
PC下取り支援・モバイルルーター

液晶・アクションカメラ・
プロジェクター・
スキャナー・ルーター他

TV・FAX・空気清浄機・シェーバー
・ドライヤー・炊飯器・クリーナー・
電気ポット他

イチオシ特価ビジネスパソコン
Windows10 ノート
安心プレミアム3セット他

注目PC!!
iPad/Mac

Windows7サポート終了のご案内
サポート期間は、2020年1月14日まで！

サポート終了後のパソコンを
使い続けることによるリスク



 ノートパソコン

今月の注目PC！今月の注目PC！ 特価ビジネスパソコン Windows10 ノート

注文番号 B1803010202 ノートパソコン  ノートパソコン

 ノートパソコン  ノートパソコン

 ノートパソコン

 ノートパソコン

 ノートパソコン  ノートパソコン   ノートパソコン

ノートパソコン  ノートパソコン

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Celeron Win10Home
コストパフォーマンス
特価！

Celeron Win10Home
コストパフォーマンス
特価！

重量／2.2kg
バッテリー駆動／約5時間
サイズ／約W378×Ｄ260×Ｈ22.9mm

限定
特価 円円

税別税別44,800

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Cel N3350 1.1GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

80XR009RJP80XR009RJP

Win10Home 64bit 

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Z6Z75PA#ABJZ6Z75PA#ABJ

Core i3-6100U 2.3GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDライター

無線/ 有線 LAN:有

Win10Pro 64bit 

Corei3 OfficePersonal2016
標準搭載  HP 
人気商品

Corei3 OfficePersonal2016
標準搭載  HP 
人気商品

重量／2.07kg
バッテリー駆動／約7.3時間
サイズ／約W378×Ｄ264×Ｈ24.8mm

限定
特価 円円

税別税別94,800
1年間

解像度：1366×768

Home
(64bit)

2BD69PA-AAAB2BD69PA-AAAB

AMD E2-9000e 1.5GHz APU

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDライター

無線/ 有線 LAN:有

Win10Home 64bit

AMD Win10Home
フルHD HP
ホワイトノート

AMD Win10Home
フルHD HP
ホワイトノート

重量／2.1kg
サイズ／約W380×Ｄ254×Ｈ23～27mm

限定
特価 円円

税別税別49,800
1年間

解像度：1920×1080

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Pro
(64bit)

Corei3 4GB Win10Pro
東芝 定番ノート
Corei3 4GB Win10Pro
東芝 定番ノート

PB55BGAD4RAAD11PB55BGAD4RAAD11
重量／2.3kg
バッテリー駆動／約8時間
サイズ／約W379×Ｄ257.9×Ｈ16.9～23.9mm

限定
特価 円円

税別税別75,800

Corei3-6006U 2.0GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

Win10Pro 64bit 

1年間

解像度：1366×768

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円 3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Home
(64bit)

1年間

Corei3 Win10Pro Lenovo
特価ノート
Corei3 Win10Pro Lenovo
特価ノート

重量／2.38kg
バッテリー駆動／約5時間
サイズ／約W377×Ｄ255×Ｈ27.6～30.85mm

限定
特価 円円

税別税別67,800

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Core i3-7100U 2.4GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

20J8A00JJP20J8A00JJP

Win10Pro 64bit 

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Pro
(64bit)

1年間

Celeron Win10Pro NEC
OfficePersonal2016
標準搭載

Celeron Win10Pro NEC
OfficePersonal2016
標準搭載

重量／2.5kg
サイズ／約W385.6×Ｄ258×Ｈ22.6mm

限定
特価 円円

税別税別78,800

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Cel 3855U 1.6GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

PC-VJ16EFB6HBTUSDZZYPC-VJ16EFB6HBTUSDZZY

Win10Pro 64bit

1年間

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Pro
(64bit)

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Corei3 Win10Pro
OfficePersonal2016
標準 NEC人気商品

Corei3 Win10Pro
OfficePersonal2016
標準 NEC人気商品

重量／2.5kg
サイズ／約W385.6×Ｄ258×Ｈ22.6mm

限定
特価 円円

税別税別95,800

Core i3-6006U 2.0GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

PC-VK20LFB6HBTUPC-VK20LFB6HBTU

Win10Pro 64bit

1年間

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

テンキー
あり

15.6型

モニタ
ワイドFHD

Home
(64bit)

W6S88PA-AAAB/
BZ
W6S88PA-AAAB/
BZ

Core i5-6200U 2.3GHz

HDD:1TB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

Win10Home 64bit 

Corei5 4GB 大容量1TB
Win10Home
フルHD液晶搭載

Corei5 4GB 大容量1TB
Win10Home
フルHD液晶搭載

重量／2.2kg
バッテリー駆動／約6時間
サイズ／約W384×Ｄ255×Ｈ23.5～24.5mm

限定
特価 円円

税別税別84,800
1年間

解像度：1920×1080

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

テンキー
あり

15.6型

モニタ
ワイドFHD

Office
Personal 
2016付

Office
Personal 
2016付

Office
Personal 
2016付

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Office
Personal 
2016付

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Office
Personal 
2016付

注文番号 B1803010201 注文番号 B1803010203

注文番号 B1803010207 注文番号 B1803010208 注文番号 B1803010209

注文番号 B1803010204 注文番号 B1803010205 注文番号 B1803010206

注文番号 B1803010210 注文番号 B1803010211 注文番号 B1803010212

Pro
(64bit)

FMVA22005SR/
BZ
FMVA22005SR/
BZ

Core i3-7100U 2.4GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

Win10Pro 64bit

Corei3 4GB Win10Pro
富士通 人気定番
ノート マウス付属

Corei3 4GB Win10Pro
富士通 人気定番
ノート マウス付属

重量／2.1kg
バッテリー駆動／約2.5時間
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm

限定
特価 円円

税別税別85,800
1年間

解像度：1366×768

※光学式USBﾏｳｽ付属※光学式USBﾏｳｽ付属

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Pro
(64bit)

PC-VK23TFB6HBTUPC-VK23TFB6HBTU

Core i5-6200U 2.3GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

Win10Pro 64bit

Corei5 Win10Pro
OfficePersonal2016
標準 NEC人気商品

Corei5 Win10Pro
OfficePersonal2016
標準 NEC人気商品

重量／2.5kg
サイズ／約W385.6×Ｄ258×Ｈ22.6mm

限定
特価 円円

税別税別119,800
1年間

解像度：1366×768

Pro
(64bit)

FMVA16029P/
BZ/U
FMVA16029P/
BZ/U

Core i5-6300U 2.4GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

Win10Pro 64bit

Corei5 Win10Pro
OfficePersonal2016
標準搭載 富士通特価

Corei5 Win10Pro
OfficePersonal2016
標準搭載 富士通特価

重量／2.1kg
バッテリー駆動／約2.5時間
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm

限定
特価 円円

税別税別124,800
1年間

解像度：1366×768

※光学式USBﾏｳｽ付属※光学式USBﾏｳｽ付属

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Office2016
H&B付

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

Pro
(64bit)

FMVA22003HR/
BZ
FMVA22003HR/
BZ

Core i5-7200U 2.5GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

Win10Pro 64bit

Corei5  OfficeH&B2016標準
富士通 人気定番
Corei5  OfficeH&B2016標準
富士通 人気定番

重量／2.1kg
バッテリー駆動／約2.5時間
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm

限定
特価 円円

税別税別139,800
1年間

解像度：1366×768

※光学式USBﾏｳｽ付属※光学式USBﾏｳｽ付属
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イチオシ特価ビジネスパソコン 安心プレミアム3 セット

3
パソコン安心サポートパック

安心＆便利 !お店に行ったり、出張サポートを呼ばなくてもOK!

電話 & リモートサービス
会社、ご自宅に居ながらトラブル解決 !
仕事のロス・時間の無駄を軽減できます !!
パソコンの画面を実際に見ながら問題解決のお手伝いをいたします !
専門サポートスタッフが、お客様のパソコン画面をインターネット経由で確
認させていただきながら、技術サポートを行うサービスです。お客様のパソ
コン画面や操作を共有することで、お客様の問題解決の支援を行います。

メーカー保証が切れて、万が一、パソコンが故障してしま
うと、高額な修理代が発生！安心してパソコンをご利用い
ただく為に、ぜひパソコンの延長保証を！

操作方法がわからない 設定がうまくいかない

エラーメッセージが出る データが開かない

などなどお困りごと解決 !

安心の３年延長保証 !
ハードウェアの故障も安心 !

何かあった時も安心！パ
ソコンをご購入時の状態
に戻す、リカバリディス
クの作成を致します！

Windowsを最新の状態に
アップデートし、不具合
の修正やセキュリティの
強化を図ります。

さらに下記２つの項目から１点選べます

万が一の時も安心! OSを最新の状態に!
リカバリディスク作成 Windowsアップデート

OR

電話＆リモートサポート 延長保証３年 リカバリディスク作成
またはWindowsアップデート+ +

限定
特価 円円

税別税別99,8002BD69PA-AAAB/PR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別136,6002BD69PA-AAAB/SH1TPR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別149,6002BD69PA-AAAB/S500PR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別124,8002BD69PA-AAAB/OPPR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別127,3002BD69PA-AAAB/OFPR3/BZ

HP15-bw000シリーズ！
高性能15-bw001AU
15.6型ノートパソコン。フルHD対応

HP15-bw000シリーズ！
高性能15-bw001AU
15.6型ノートパソコン。フルHD対応

人気のESPRIMO D587/
Rシリーズ！高性能CPU Corei5搭載で
快適にご利用いただけます！

人気のESPRIMO D587/
Rシリーズ！高性能CPU Corei5搭載で
快適にご利用いただけます！

安心サポート
『プレミアム3』
安心サポート
『プレミアム3』

電話＆リモートサポート

延長保証３年
リカバリディスク作成

またはWindowsアップデート
Home
(64bit)

Pro
(64bit)

■ AMD E2-9000e（1.5GHｚ）APU
■ メモリ 4GB（DDR4)
■ HDD 500GB（SATA）
■ 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■ 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac
■ Windows10 Home 64bit

■ AMD E2-9000e（1.5GHｚ）APU
■ メモリ 4GB（DDR4)
■ HDD 500GB（SATA）
■ 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■ 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac
■ Windows10 Home 64bit

限定
特価 円円

税別税別149,800

限定
特価 円円

税別税別51,500

FMVD30001SR/PR3/BZ

AMD E2-9000e APU搭載モデルAMD E2-9000e APU搭載モデル

安心サポート
『プレミアム3』
安心サポート
『プレミアム3』

電話＆リモートサポート

延長保証３年
リカバリディスク作成

またはWindowsアップデート

■ intel Core i5 7500 3.4ＧＨz
■ メモリ 4GB（DDR4)
■ HDD 500GB（SATA）
■ 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■ Windows10 Pro 64bit

■ intel Core i5 7500 3.4ＧＨz
■ メモリ 4GB（DDR4)
■ HDD 500GB（SATA）
■ 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■ Windows10 Pro 64bit

快適性能Core i5搭載モデル快適性能Core i5搭載モデル

SSHD 1TB カスタマイズ

SSD 500GB カスタマイズ

Office2016Per 付 (インストール済 )

Office2016HB付 (インストール済)

限定
特価 円円

税別税別184,800FMVD30001SR/SH1TPR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別199,800FMVD30001SR/S500PR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別174,800FMVD30001SR/OPPR3/BZ

限定
特価 円円

税別税別179,800FMVD30001SR/OFPR3/BZ

SSHD 1TB カスタマイズ

SSD 500GB カスタマイズ

Office2016Per 付 (インストール済 )

Office2016HB付 (インストール済)

徹底サポートでパソコンを安心してご利用頂けます ! 『電話リモートサポートサービス３年間

ライセンス』＋『W3 延長保証３年』さらに 『リカバリディスク作成かWindows アップデート

が選べる』３つのサポートがセットになったお得なパックです！

パソコン安心サポートパック ! 安心プレミアム３サポートセット

プレミアム3セット ベースモデル Corei5プレミアム3セット ベースモデル
注文番号B1803010302

注文番号B1803010303

注文番号B1803010304

注文番号B1803010305

注文番号B1803010306

注文番号B1803010308

注文番号B1803010309

注文番号B1803010310

注文番号B1803010311

注文番号B1803010307

注文番号B1803010301

パソコン安心サポートパック『安心プレミアム3』
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注文番号 B1803010401

Home
(64bit)

Home
(64bit)

105,800円税別限定
特価

■ Core i5-7300HQ（2.5GHz）
■ メモリ 8GB （DDR4 最大32GB）
■ HDD 1TB
■ 光学ドライブ 非搭載
■ GeForce MX150 （2GB GDDR5）
■ 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
■ モニタ 15.6型ワイド（フルHD ノングレア）
■ Windows10 Home 64bit

PL62-7RC-003JPPL62-7RC-003JP

高速処理Corei5搭載モデル!
圧倒的なグラフィック描写。
想像を超えた処理スピードと操作性。
高性能ノートPC！

高速処理Corei5搭載モデル!
圧倒的なグラフィック描写。
想像を超えた処理スピードと操作性。
高性能ノートPC！

注文番号 B1803010402

154,800円税別限定
特価

■ Core i7-7700HQ（2.8GHz）
■ メモリ 8GB （DDR4 最大32GB）
■ SSD 128GB / HDD 1TB
■ 光学ドライブ DVDスーパーマルチ
■ GeForce GTX 1050 （4GB）
■ 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
■ モニタ 15.6型ワイド（フルHD ノングレア）
■ Windows10 Home 64bit

GP62-7RDX-1011JPGP62-7RDX-1011JP

第7世代
インテルCore i7-7700HQ
プロセッサー搭載

第7世代
インテルCore i7-7700HQ
プロセッサー搭載

注文番号 B1803010403

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

183,800円税別限定
特価

■ Core i7-7700HQ（2.8GHz）
■ メモリ 8GB （DDR4 最大32GB）
■ SSD128GB+HDD 1TB
■ 光学ドライブ 非搭載
■ GeForce GTX 1050 （2GB）
■ 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
■ モニタ 15.6型ワイド（フルHD ノングレア）
■ Windows10 Pro 64bit

ALN-G5PI77Q08S28ALN-G5PI77Q08S28

G-tuneシリーズ BTOモデル
Corei7/
高性能グラフィック搭載

注文番号 B1803010404

注文番号 B1803010405 注文番号 B1803010406

注文番号 B1803010408

239,800円税別限定
特価

■ Core i7 7700HQ（2.8GHz）
■ メモリ 8GB （DDR4 最大32GB）
■ SSD128GB+HDD 1TB
■ 光学ドライブ 非搭載
■ GeForce GTX1050ti （4GB）
■ 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
■ モニタ 17.3型ワイド（フルHD ノングレア）
■ Windows10 Pro 64bit

ALN-G5TPI77Q08S28-HBALN-G5TPI77Q08S28-HB

G-tuneシリーズ BTOモデル
17.3型液晶
Corei7/
高性能グラフィック搭載

G-tuneシリーズ BTOモデル
17.3型液晶
Corei7/
高性能グラフィック搭載

15.6型

液晶モニタ
ワイドFHD

15.6型

液晶モニタ
ワイドFHD

15.6型

液晶モニタ
ワイドFHD

17.3型

液晶モニタ
ワイドFHD

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Office 365＋1年ライセンス

Office H&B
 Premium 

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円 3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

注文番号 B1803010407

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

VAIO ビジネス
フルHD SSDモデル
VAIO ビジネス
フルHD SSDモデル

重量／1.06kg　バッテリー駆動／約8.2時間
サイズ／約W322×Ｄ216.5×Ｈ13.2mm
重量／1.06kg　バッテリー駆動／約8.2時間
サイズ／約W322×Ｄ216.5×Ｈ13.2mm

VJS1311REA1B/UVJS1311REA1B/U
VAIOVAIO

1年間 Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Core i5-6200U 2.30GHz

SSD:256GB
メモリ:8GB

13.3型
光学ドライブ非搭載

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1920×1080

Win10Pro 64bit テンキー
なし

13.3型

液晶モニタ
ワイドFHD

限定
特価 円円

税別税別199,800

2in1トラベルキーボードセット 2in1トラベルキーボードセット 

Corei5  SSD256GB
13.3型フルHD液晶
Win10Pro NECモバイル

Corei5  SSD256GB
13.3型フルHD液晶
Win10Pro NECモバイル

重量／820g　バッテリー駆動／約10時間
サイズ／約W300×Ｄ214×Ｈ8mm
重量／820g　バッテリー駆動／約10時間
サイズ／約W300×Ｄ214×Ｈ8mm

V2D59PA#ABJ/BZV2D59PA#ABJ/BZ

Core M5-6Y54 2.7GHz

SSD:128GB
メモリ:4GB

12.0 型
光学ドライブ非搭載

無線 LAN:有

解像度：1920×1280

Win10Pro 64bit 

重量／1.18kg　バッテリー駆動／約16.0時間
サイズ／約W316×Ｄ229×Ｈ17.2～21.4mm
重量／1.18kg　バッテリー駆動／約16.0時間
サイズ／約W316×Ｄ229×Ｈ17.2～21.4mm

13.3型
液晶モニタ
テンキー
なし

12.0型
液晶モニタ
テンキー
なし

PR73BGAA437AD11PR73BGAA437AD11

重量／831g　バッテリー駆動／約10時間
サイズ／約W305×Ｄ205×Ｈ16.9mm
重量／831g　バッテリー駆動／約10時間
サイズ／約W305×Ｄ205×Ｈ16.9mm

PC-GN254U1GAPC-GN254U1GA

Core i3-6006U 2.0GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

13.3型
光学ドライブ非搭載

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

Win10Pro 64bit 

1年間 Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

1年間

1年間

Core i5-7200U 2.5GHz

SSD:256GB
メモリ:8GB

13.3型
光学ドライブ非搭載

無線 LAN:有

解像度：1920×1080

Win10Pro 64bit 

テンキー
なし

13.3型

液晶モニタ
ワイドFHD

Corei3 13.3型 Win10Pro
東芝モバイル 
Corei3 13.3型 Win10Pro
東芝モバイル 

限定
特価 円円

税別税別180,800

限定
特価 円円

税別税別129,800限定
特価 円円

税別税別117,800
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Biz PCセレクト モバイル特集

MSI・マウスコンピューター グラフィック搭載 ハイスペックノート

NEC 富士通 東芝 VAIO

Ienovo acer hp Panasonic

各種メーカーPCお取扱いございます！

お探しのパソコンがございましたら、

どうぞお問い合わせください !!

特価プライスにてお見積りいたします！

モバイルノート モバイルノート

モバイルノートモバイルノート

ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
ノ
ー
ト
特
集  

グ
ラ
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ッ
ク
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載
・
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z
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モ
バ
イ
ル
特
集



 

Pro
(64bit)

1年間

10M8S1VN0010M8S1VN00
重量／約5.4kg
サイズ／約W89×Ｄ340×Ｈ290.5mm

Celeron 4GB Win10Pro
Lenovo 特価ビジネスデスク
Celeron 4GB Win10Pro
Lenovo 特価ビジネスデスク

Cel G3930 2.9GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit

限定
特価 円円

税別税別49,800
3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円 3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Pro
(64bit)

1年間

10B7007NJP/
BZ/U
10B7007NJP/
BZ/U
重量／約5.6kg
サイズ／約W99×Ｄ382×Ｈ335mm

Corei3 4GB Win10Pro
Lenovo 人気デスク
Corei3 4GB Win10Pro
Lenovo 人気デスク

Core i3-4170 3.7GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit

限定
特価 円円

税別税別79,800

Pro
(64bit)

1年間

PC-MK37LLZGS82UNPC-MK37LLZGS82UN

重量／約4.8kg
サイズ／約W88×Ｄ371×Ｈ338mm

Corei3 Win10Pro
NEC人気定番
Corei3 Win10Pro
NEC人気定番

Core i3-6100 3.7GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit

限定
特価 円円

税別税別87,800

Pro
(64bit)

1年間

Core i5-7500 3.4GHz 

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit 

FMVD30001SR/
BZ
FMVD30001SR/
BZ
重量／約5.9kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm

限定
特価 円円

税別税別

Corei5 Win10Pro
富士通 売れ筋定番モデル
Corei5 Win10Pro
富士通 売れ筋定番モデル

102,800
3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Pro
(64bit)

1年間

Cel G3930 2.9GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit 

FMVD2700BPFMVD2700BP
重量／約6.3kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm

限定
特価 円円

税別税別

Celeron 4GB Win10Pro
富士通 特価モデル
Celeron 4GB Win10Pro
富士通 特価モデル

62,800

Office2016
H&B付

Pro
(64bit)

1年間

Core i3-7100 3.7GHz 

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit 

FMVD27001HR/
BZ
FMVD27001HR/
BZ
重量／約5.8kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm

限定
特価 円円

税別税別

Corei3 OfficeH&B2016
標準搭載 富士通 人気定番
Corei3 OfficeH&B2016
標準搭載 富士通 人気定番

119,800
3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Office2016
H&B付

Core i5-7500 3.4GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit

FMVD30001HR/
BZ
FMVD30001HR/
BZ
重量／約5.9kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm

限定
特価 円円

税別税別139,800

Pro
(64bit)

1年間

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Corei5 4GB 500GB
OfficeH&B2016標準搭載
モデル

Corei5 4GB 500GB
OfficeH&B2016標準搭載
モデル

Pro
(64bit)

1年間

PC-MK27MLZ6S82PC-MK27MLZ6S82

重量／約4.8kg
サイズ／約W88×Ｄ371×Ｈ338mm

Corei5 Win10Pro
OfficePersonal2016標準
NEC 特価

Corei5 Win10Pro
OfficePersonal2016標準
NEC 特価 Core i5-6400 2.7GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit

限定
特価 円円

税別税別119,800

各種メーカーPCの
修理もご相談ください。
各種メーカーPCの
修理もご相談ください。

大好評SSD換装の
アップグレードも
承ります

大好評SSD換装の
アップグレードも
承ります

Office
Personal 
2016付

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Pro
(64bit)

1年間

PC-MK37LLZ6S82PC-MK37LLZ6S82

重量／約4.8kg
サイズ／約W88×Ｄ371×Ｈ338mm

Corei3 Win10Pro
OfficePersonal2016標準
NEC 特価

Corei3 Win10Pro
OfficePersonal2016標準
NEC 特価 Core i3-6100 3.7GHz

HDD:500GB
メモリ:4GB

DVDスーパーマルチ
有線 LAN:有

Win10 Pro 64bit

限定
特価 円円

税別税別104,800

Office
Personal 
2016付
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 デスクパソコン  デスクパソコン  デスクパソコン

  デスクパソコン   デスクパソコン  デスクパソコン

  デスクパソコン   デスクパソコン    デスクパソコン

注文番号 B1803010501 注文番号 B1803010502 注文番号 B1803010503

注文番号 B1803010507 注文番号 B1803010508 注文番号 B1803010509

注文番号 B1803010504 注文番号 B1803010505 注文番号 B1803010506

イチオシ 特価ビジネスパソコン Windows10 デスクトップ



Corei3 4GB Win10Home
SSD512GB カスタマイズ 
Corei3 4GB Win10Home
SSD512GB カスタマイズ 

重量／2.2kg、バッテリー駆動／約4.8時間
サイズ／約W378×Ｄ260×Ｈ22.9mm
重量／2.2kg、バッテリー駆動／約4.8時間
サイズ／約W378×Ｄ260×Ｈ22.9mm

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

80XH01M1JP/BZ80XH01M1JP/BZ

1年間

限定
特価 円円

税別税別109,800

限定
特価 円円

税別税別139,800

Core i3-6006U 2.0GHz

SSD:512GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

Win10Home 64bit

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Corei3 4GB Win10Pro
大容量SSD1TB カスタマイズ 
Corei3 4GB Win10Pro
大容量SSD1TB カスタマイズ 

重量／2.1kg
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm
重量／2.1kg
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

FMVA2004JP/S1TBZ/UFMVA2004JP/S1TBZ/U

1年間

Core i3-6006U 2.0GHz

SSD:1TB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

Win10Pro 64bit

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Home
(64bit)

Corei3 4GB Win10Pro
SSD500GB カスタマイズ 
Corei3 4GB Win10Pro
SSD500GB カスタマイズ 

重量／2.3kg、バッテリー駆動／約9時間
サイズ／約W379×Ｄ257.9×Ｈ23.9mm
重量／2.3kg、バッテリー駆動／約9時間
サイズ／約W379×Ｄ257.9×Ｈ23.9mm

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

1年間

限定
特価 円円

税別税別119,800

限定
特価 円円

税別税別149,800

Core i3-6006U 2.0GHz

SSD:500GB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

Win10Pro 64bit

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円 3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

Corei5 4GB Win10Pro
SSD500GB カスタマイズ 
Corei5 4GB Win10Pro
SSD500GB カスタマイズ 

重量／5.9kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm
重量／5.9kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm

FMVD30001SR/S500BZ/UFMVD30001SR/S500BZ/U

1年間

Core i5-7500 3.4GHz

SSD:500GB
メモリ:4GB

モニタ別売
DVDスーパーマルチ

有線 LAN:有

Win10Pro 64bit

PB55BGAD4RAAD11/S500BZ/UPB55BGAD4RAAD11/S500BZ/U

東芝 Corei3ノート
高速大容量 SSHD 1TB 
カスタマイズ

東芝 Corei3ノート
高速大容量 SSHD 1TB 
カスタマイズ

重量／2.3kg、バッテリー駆動／約9時間
サイズ／約W379×Ｄ257.9×Ｈ23.9mm
重量／2.3kg、バッテリー駆動／約9時間
サイズ／約W379×Ｄ257.9×Ｈ23.9mm

限定
特価 円円

税別税別99,800

Core i3-6006U 2.0GHz

SSHD:1TB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

Win10Pro 64bit

Core i3-6006U 2.0GHz

SSHD:2TB
メモリ:4GB

15.6 型
DVDスーパーマルチ

無線/ 有線 LAN:有

解像度：1366×768

Win10Pro 64bit

3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

PB55BGAD4RAAD11/SH1TBZ/UPB55BGAD4RAAD11/SH1TBZ/U

※光学式USBﾏｳｽ付属※光学式USBﾏｳｽ付属

※光学式USBﾏｳｽ付属※光学式USBﾏｳｽ付属

限定
特価 円円

税別税別114,800

NEC Corei3デスク
高速大容量 SSHD 1TB
カスタマイズ

NEC Corei3デスク
高速大容量 SSHD 1TB
カスタマイズ

重量／約4.8kg
サイズ／約W88×Ｄ371×Ｈ338mm
重量／約4.8kg
サイズ／約W88×Ｄ371×Ｈ338mm

PC-MK37LLZGS82/SH1TBZ/UPC-MK37LLZGS82/SH1TBZ/U

Core i3-6100U 3.7GHz

SSHD:1TB
メモリ:4GB

モニタ：別売
DVDスーパーマルチ

Win10Pro 64bit

限定
特価 円円

税別税別128,800
3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円 3年保証＆データ復旧

サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

富士通 Corei5デスク
高速大容量 SSHD 1TB
カスタマイズ

富士通 Corei5デスク
高速大容量 SSHD 1TB
カスタマイズ

重量／5.9kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm
重量／5.9kg
サイズ／約W89×Ｄ338×Ｈ332mm

FMVD30001SR/SH1TBZ/UFMVD30001SR/SH1TBZ/U

Core i5-7500 3.4GHz

SSHD:1TB
メモリ:4GB

モニタ：別売
DVDスーパーマルチ
Win10Pro 64bit

※モニタ別売※モニタ別売 ※モニタ別売※モニタ別売

SSHDSSHD SSHDSSHD

SSHDSSHD
Pro

(64bit)

富士通 Corei3 ノート
高速大容量 SSHD 2TB
カスタマイズ 特価

富士通 Corei3 ノート
高速大容量 SSHD 2TB
カスタマイズ 特価

重量／2.1kg
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm
重量／2.1kg
サイズ／約W374×Ｄ250×Ｈ24.9～32.5mm

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

15.6型
液晶モニタ
テンキー
あり

FMVA2004JP/SH2TBZ/UFMVA2004JP/SH2TBZ/U
限定
特価 円円

税別税別99,800
3年保証＆データ復旧
サービス付
3年保証＆データ復旧
サービス付 15,000円15,000円

1年間 1年間

1年間 1年間

SSHDSSHD

ビジネスはスピードが命！パソコン高速化で業務効率アップ！

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ストレージ「SSD」！

起動が速いので仕事がすぐに始められる！
データの読み書きが速くて快適！

HDDに比べて故障しにくい！
大切なデータも安心！

注文番号 B1803010601 注文番号 B1803010602

注文番号 B1803010603 注文番号 B1803010604

注文番号 B1803010605 注文番号 B1803010606

注文番号 B1803010607 注文番号 B1803010608
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 ノートPC  ノートPC

 ノートPC  デスクPC

 ノートPC  ノートPC

 デスクPC  デスクPC

BizPCセレクト ハイブリッドHDD（SSHD） カスタマイズモデル特集



Apple A9

9.7インチ
32GB

無線LAN:b,g,n
iOS 10

Wi-Fi 通信:10時間

重量／約469g　サイズ／約W169.5×D7.5×H240mm 37,800円税別限定
特価

iPad Wi-Fiモデル 32GBiPad Wi-Fiモデル 32GB
AppleApple

ゴールド /シルバー /
スペースグレイ ゴールド /シルバー /スペースグレイ

重量／約469g
サイズ／約W174.1×D6.1×H250.6mm

iPad Pro 10.5インチ 
Wi-Fi 64GB  
iPad Pro 10.5インチ 
Wi-Fi 64GB  

iPad/Mac 注文番号 B1803010705

ゴールド /シルバー /
スペースグレイ/ローズゴールド

シルバー

Apple A10X
64GB

無線LAN:a,b,g,n,ac
iOS 10

Wi-Fi 通信:10時間

重量／約677g
サイズ／約W220.6×D6.9×H305.7mm

86,800円税別限定
特価

ゴールド /シルバー /スペースグレイ/ローズゴールド

69,800円税別限定
特価

iPad Pro 12.9インチ
Wi-Fi 64GB
iPad Pro 12.9インチ
Wi-Fi 64GB

AppleAppleiPad/Mac 注文番号 B1803010706

Core i5/1.8GHz/２コア

13.3インチ
SSD：128GB

1440×900
無線LAN:a,b,g,n

メモリ：8GB

重量／約1.35kg　サイズ／約W325×D227×H17mm 98,800円税別限定
特価

MacBook Air
1800/13.3
MacBook Air
1800/13.3

AppleApple

重量／約0.92kg　サイズ／約W280.5×D196.5×H13.1mm

MacBook Retinaディスプレイ
1200/12 (４色）
MacBook Retinaディスプレイ
1200/12 (４色）

AppleApple

MacBook 注文番号 B1803010707

Core m3/1.2GHz/２コア

142,800円税別限定
特価

MacBook 注文番号 B1803010708

重量／約1.83kg　サイズ／約W349.3×D240.7×H15.5mm 258,800円税別限定
特価

MacBook Pro Retinaディスプレイ
2800/15.4 (２色）
MacBook Pro Retinaディスプレイ
2800/15.4 (２色）

AppleApple

重量／約9.44kg　サイズ／約W650×D203×H516mm

iMac Retina 5K
ディスプレイモデル 3800
iMac Retina 5K
ディスプレイモデル 3800

AppleApple

iPad/Mac 注文番号 B1803010709

シルバー /スペースグレイ

Core i5 3.8GHz

27インチ

メモリ：8GB
ストレージ：2TB

5120×2880
無線LAN:a,b,g,n,ac

253,800円税別限定
特価

iPad/Mac 注文番号 B1803010710

12インチ
SSD：256GB

2304×1440
無線LAN:a,b,g,n,ac

メモリ：8GB

Core i7/2.8GHz/4コア

15.4 インチ
SSD：256GB

2880×1800
無線LAN:a,b,g,n,ac

メモリ：16GB

10.5 インチ

Apple A10X
64GB

無線LAN:a,b,g,n,ac
iOS 10

Wi-Fi 通信:10時間

12.9インチ

Surface Pro

intel Core i5
12.3型

無線LAN:a,b,g,n,ac
バッテリー駆動時間約13.5 時間

Windows10 Pro

注文番号 B1803010701

重量／約770g　サイズ／約W292×D8.5×H201mm

メモリ:4GB/SSD:128GB メモリ:8GB/SSD:256GB

126,800円税別限定
特価 146,800円税別限定

特価

FJT-00031FJT-00031 FJX-00031

Surface Pro

intel Core i7

メモリ:8GB/SSD:256GB メモリ:16GB/SSD:512GB

12.3型
無線LAN:a,b,g,n,ac

バッテリー駆動時間約13.5 時間
Windows10 Pro

注文番号 B1803010702

ProPro

190,800円税別限定
特価 259,800円税別限定

特価

重量／約782g　サイズ／約W292×D8.5×H201mm

FJZ-00023 FKH-00014 メモリ:16GB/SSD:1TB

315,800円税別限定
特価

FKK-00014

※キーボード、ペン別売り

※キーボード、ペン別売り

Core i5-7200U 2.5GHz
13.5 型

インテルHDグラフィックス620
顔認証

Windows10 S

Surface Laptop

intel Core i5/i7

intel Core i5
メモリ:8GB/SSD:1TB 

intel Core i7
メモリ:16GB/SSD:1TB 

intel Core i7
メモリ:32GB/SSD:2TB

28 型
無線LAN:a,b,g,n,ac

有線 LAN:10/100/1000Mbps
Windows10 Pro

Pro

384,800円税別限定
特価 444,800444,800円税別限定

特価

重量／約9.56kg　サイズ／約W637.35×D12.5×H438.90mm

42L-00013 42Q-0001242Q-00012

529,800円税別限定
特価

 43Q-00013

SurfaceStudio注文番号 B1803010703 注文番号 B1803010704

重量／約1.25kg　サイズ／約W308.1×D223.27×H14.48mm重量／約1.25kg　サイズ／約W308.1×D223.27×H14.48mm

メモリ:4GB/SSD:128GB メモリ:8GB/SSD:256GB

126,800円税別限定
特価 146,800円税別限定

特価

D9P-00045D9P-00045 DAG-00106

Office2016
H&B付

Office2016
H&B付

Office2016
H&B付

Office2016
H&B付

10  S

Fall Creators
Update適用

Fall Creators
Update適用

Fall Creators
Update適用

※FJZ-00023のみ
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※ここに掲載する商品は全て台数限定・在庫限りとなります。　※画像はイメージです。

 中古ノートパソコン   中古タブレット

テンキー
なし

27,800円税別限定
特価

■Corei3 350M 2.26GHz
■メモリ:4GB
■HDD:160GB
■15.6インチワイド液晶
■DVDマルチ
■無線LAN搭載
■Windows7 Pro

■Corei3 350M 2.26GHz
■メモリ:4GB
■HDD:160GB
■15.6インチワイド液晶
■DVDマルチ
■無線LAN搭載
■Windows7 Pro

重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証

重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証

LIFEBOOK A550LIFEBOOK A550

人気のCorei3 搭載ノート!!人気のCorei3 搭載ノート!!

20 型ワイド液晶20型ワイド液晶

P201
※20型ワイド中古液晶  色：ブラック　
P201
※20型ワイド中古液晶  色：ブラック　

9,980円税別限定
特価

■20ワイドインチワイド液晶
■1600×900
■D-Sub×1.DVI×1
■スピーカーなし
■ノングレア非光沢
■D-sub15pinケーブル付

■20ワイドインチワイド液晶
■1600×900
■D-Sub×1.DVI×1
■スピーカーなし
■ノングレア非光沢
■D-sub15pinケーブル付

重量／約3.5kg
サイズ／約W482×D151.1×H359.2mm
重量／約3.5kg
サイズ／約W482×D151.1×H359.2mm
本体、電源ケーブル、保証書（90日間）

 中古液晶

注文番号 B1803010805 注文番号 B1803010806

注文番号 B1803010810

定番 !! Corei3 搭載
人気のデスクトップ
定番 !! Corei3 搭載
人気のデスクトップ

重量／約6.0kg
サイズ／約W93×D312×H290mm 

OPTIPLEX 7010【Windows7Pro32bit】　OPTIPLEX 7010【Windows7Pro32bit】　

34,800円税別限定
特価

■Corei3 3220 3.3GHz
■メモリ:4GB
■HDD:500GB
■DVD-ROM
■Windows7 Pro 32bit
■キーボード(他社製)/マウス(他社製)

■Corei3 3220 3.3GHz
■メモリ:4GB
■HDD:500GB
■DVD-ROM
■Windows7 Pro 32bit
■キーボード(他社製)/マウス(他社製)

本体、電源ケーブル、保証書（90日間）

 中古デスクトップ

（32bit）

注文番号 B1803010808

激安デスクトップパソコン !!激安デスクトップパソコン !!

ESPRIMO DESPRIMO D

19,800円税別限定
特価

■Core2DuoE7500 2.93GHz
■メモリ:3GB
■HDD:160GB
■DVD-ROM
■Windows7 Pro 32bit
■キーボード/マウスなし

■Core2DuoE7500 2.93GHz
■メモリ:3GB
■HDD:160GB
■DVD-ROM
■Windows7 Pro 32bit
■キーボード/マウスなし

重量／約6.6kg
サイズ／約W89×D338×H332mm 
本体、電源ケーブル、保証書（90日間）

（32bit）

  中古デスクトップ 注文番号 B1803010809

定番 !! Corei3 搭載
人気のデスクトップ
定番 !! Corei3 搭載
人気のデスクトップ

OPTIPLEX 7010【Windows10Pro MAR】　OPTIPLEX 7010【Windows10Pro MAR】　

39,800円税別限定
特価

■Corei3 3220 3.3GHz
■メモリ:4GB
■HDD:500GB
■DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■キーボード(他社製)/マウス(他社製)

■Corei3 3220 3.3GHz
■メモリ:4GB
■HDD:500GB
■DVD-ROM
■Windows10 Pro 64bit
■キーボード(他社製)/マウス(他社製)

重量／約6.0kg
サイズ／約W93×D312×H290mm 
本体、電源ケーブル、保証書（90日間）

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

テンキー
なし

15.6型
ワイド液晶

ElitePad1000G2 ※WindowsタブレットElitePad1000G2 ※Windowsタブレット

10.1型
ワイド液晶

24,800円税別限定
特価

Windows10 Pro 搭載
10.1インチタブレット!!
Windows10 Pro 搭載
10.1インチタブレット!!

■Atom Z3795 1.6GHz
■メモリ:4GB
■HDD:128GB
■10.1インチワイド液晶
■無線LAN搭載
■Windows10 Pro

■Atom Z3795 1.6GHz
■メモリ:4GB
■HDD:128GB
■10.1インチワイド液晶
■無線LAN搭載
■Windows10 Pro

重量／約650g
サイズ／約W261×D9.2×H178mm
重量／約650g
サイズ／約W261×D9.2×H178mm
本体、ACアダプター

 中古デスクトップ 注文番号 B1803010807

Pro

LIFEBOOK A540LIFEBOOK A540

 中古ノートパソコン

19,800円税別限定
特価

激安ノートパソコン !!激安ノートパソコン !! ■Cel 925 2.3GHz
■メモリ:2GB
■HDD:160GB
■15.6インチワイド液晶
■DVD-ROM
■無線LAN非搭載
■Windows7 Pro

■Cel 925 2.3GHz
■メモリ:2GB
■HDD:160GB
■15.6インチワイド液晶
■DVD-ROM
■無線LAN非搭載
■Windows7 Pro

重量／約2.4kg
サイズ／約W374×D245×H35.0～36.0mm
重量／約2.4kg
サイズ／約W374×D245×H35.0～36.0mm
本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証

39,800円税別限定
特価

■Corei5 2520M 2.5GHz
■メモリ:4GB
■HDD:250GB
■15.6インチワイド液晶
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Windows7 Pro

■Corei5 2520M 2.5GHz
■メモリ:4GB
■HDD:250GB
■15.6インチワイド液晶
■DVDマルチ
■無線LAN非搭載
■Windows7 Pro

重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証

重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
重量／約2.3kg
サイズ／約W374×D245×H35.0 ～36.0mm
本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証

FMV-A561テンキー I5FMV-A561テンキー I5

人気のテンキー搭載ノート!!人気のテンキー搭載ノート!!
テンキー
あり

15.6型
ワイド液晶

注文番号 B1803010804 中古ノートパソコン 注文番号 B1803010803

20型
ワイド液晶

 中古ノートパソコン

84,800円税別84,80084,80084,800円税別限定
特価

リノベーションパソコンとは中古パソコンを専門工場で
再生整備・メンテナンスして、さらに快適に動作するように
カスタマイズを施した特別仕様のパソコンです

リノベーションパソコンとは中古パソコンを専門工場で
再生整備・メンテナンスして、さらに快適に動作するように
カスタマイズを施した特別仕様のパソコンです

■Core i5 3340 (2.7GHz)
■メモリ:4GB

■12.1インチワイド液晶
■DVDスーパーマルチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro64 bit

■Core i5 3340 (2.7GHz)
■メモリ:4GB

■12.1インチワイド液晶
■DVDスーパーマルチ
■無線LAN搭載
■Win10 Pro64 bit

12.1型
ワイド液晶

重量／約1.4kg　サイズ／約W295×D216.2×H31.5mm　本体、ACアダプター、保証書（90日間）、PC検査証

テンキー
なし

CF-SX2ADHCSW10/
S240BZ
【リノベーションPC】

CF-SX2ADHCSW10/
S240BZ
【リノベーションPC】 99,800円税別99,80099,80099,800円税別限定

特価

CF-SX2ADHCSW10/
S240BZ/1Y
【リノベーションPCプレミアム】

CF-SX2ADHCSW10/
S240BZ/1Y
【リノベーションPCプレミアム】

注文番号 B1803010801 注文番号 B1803010802

Pro
(64bit)

■SSD:240GB■SSD:240GB

新品バッテリー付属＆安心の１年保証付新品バッテリー付属＆安心の１年保証付

安心保証付き中古パソコン

安
心
保
証
付
き
中
古
パ
ソ
コ
ン
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iiyamaiiyamaPRINCETONPRINCETON

PRINCETONPRINCETON

オフィス向け 21.5型ワイド液晶

重量／約2.9kg
サイズ／約W497.2×D168×H386.7mm 15,500円税別

21.5型ワイド
1920×1080
LEDバックライト

入力端子：D-Sub×1/DVI×1/HDMI×1
スピーカーあり

ブルーライトカット機能などを搭載した
24型ワイド液晶
ディスプレイ

ブルーライトカット機能などを搭載した
24型ワイド液晶
ディスプレイ

重量／約3.4kg
サイズ／約W565.5×D203×H412mm 20,800円税別

24型 Full HD
1920×1080
LEDバックライト

入力端子：D-Sub×1/DVI×1/HDMI×1
スピーカーあり

超解像技術＆広視野角ADSパネル採用
27型ワイド液晶
ディスプレイ

超解像技術＆広視野角ADSパネル採用
27型ワイド液晶
ディスプレイ

重量／約5.2kg
サイズ／約W620×D240×H443mm 25,000円税別

TFT27型ワイド
1920×1080
LEDバックライト

入力端子：D-Sub×1/DVI×1/HDMI×1
スピーカー2W×2

液晶 液晶 液晶

液晶 液晶

アクションカメラ
4K/60fpsや1080p/240fpsに対応した
アクションカメラ
4K/60fpsや1080p/240fpsに対応した
アクションカメラ

49,800円税別

デジタルカメラ デジタルカメラ
有効画素数約3040万画素35mmフルサイズ
CMOSセンサーを搭載
したハイエンドモデル

有効画素数約3040万画素35mmフルサイズ
CMOSセンサーを搭載
したハイエンドモデル

重量／約800g
サイズ／約W150.7×D75.9×H116.4mm360,000円税別

3170万画素(総画素)
ファインダー倍率：0.71 倍
液晶モニター：3.2インチ

記録メディア：フラッシュ/SD/SDHC/SDXC
撮影枚数 ： ファインダー使用時/900枚

プロジェクター プロジェクター スキャナー

A4インクジェットプリンター A4インクジェットプリンター ルーター

タイムレコーダー

シュレッダー 無停電電源装置

有線LAN：10/100/1000Mbps
対応セキュリティ：UPnP/VPN/DMZ

大幅性能向上と新規ネット
ワークへの対応
小規模拠点向け
ギガアクセスVPNルーター

大幅性能向上と新規ネット
ワークへの対応
小規模拠点向け
ギガアクセスVPNルーター

重量／約1100g
サイズ／約W220×D160×H43.5mm 58,800円税別

白色LEDバックライト23.6型ワイドカラー液晶
ディスプレイ
白色LEDバックライト23.6型ワイドカラー液晶
ディスプレイ

重量／約4.2kg
サイズ／約W556×D180×H423mm 17,500円税別

23.6型ワイド
1920×1080
LEDバックライト

入力端子：D-Sub×1/HDMI×2
スピーカー1W×2

PTFWKF-24WPTFWKF-24W

PTFWDE-22WPTFWDE-22W

「ブルーリダクション」搭載 LEDバックライト採用
 21.5型ワイド液晶
ディスプレイ

重量／約3.2kg
サイズ／約W507×D178×H390mm 16,500円税別

21.5型ワイド
1920×1080
LEDバックライト

入力端子：D-Sub×1/DVI×1/HDMI×1
スピーカー1W×2

LCD-MF223EBRLCD-MF223EBR

広視野角パネル採用し、目に優しい機能搭載モデル広視野角パネル採用し、目に優しい機能搭載モデル

重量／約3.3kg
サイズ／約W407×D178×H407mm 19,500円税別

TFT19型スクエア
1280×1024
LEDバックライト

入力端子：D-Sub×1/DVI×1
スピーカー1W×2

液晶

LCD-AD192SEDSLCD-AD192SEDS

E2483HS-B1E2483HS-B1 KH275VKH275V

CHDHX-601-FWCHDHX-601-FW

EOS 5D Mark IV ボディEOS 5D Mark IV ボディ

3つの入力感度モード設定 入力感度モードを3種類設定
できますので、様々な用途に適した感度設定ができます。 
標準電圧感度設定 : 一般的な使用環境に適しています

重量／約20kg
サイズ／約W172×D415×H225mm

出力コンセント数：8
期待寿命：2年～5年
充電時間：4時間オムロンオムロン

52,800円税別

無停電電源装置

BN100TBN100T
重量／約9.5kg
サイズ／約W345×D240×H556mm

細断サイズ：4x10mm
最大投入幅：A4

最大投入枚数：100枚
ゴミ箱容量：22L

細断速度：1.9m /分

アイリスオオヤマアイリスオオヤマ

22,800円税別
AFS100C AFS100C 

正弦波出力対応UPS、長寿命バッテリーUPS、
雷サージタップの新モデル
正弦波出力対応UPS、長寿命バッテリーUPS、
雷サージタップの新モデル

一度に100枚を細断できる
オートフィードシュレッダー
一度に100枚を細断できる
オートフィードシュレッダー

重量／約7kg
サイズ／約W91×D310×H190mm

ラインインタラクティブ
入力電圧:82～123 V
出力容量：550VA
期待寿命：5年APCAPC

19,800円税別
BR550S-JP BR550S-JP 

RTX830 RTX830 

無線ルーター

GOPROGOPRO

液晶モニター：2インチ
タッチパネル：あり

記録メディア：microSD/SDHC/SDXC
インターフェース:USB-C/micro HDMI

タイムレコーダー
無線LAN:a/b/g/n/ac

有線LAN:10/100/1000Mbps

有線LAN(HUB)ポート数:4

NAS:USB×1

5GHz帯最大1733Mbpsの
Wi-Fiホームルーター
5GHz帯最大1733Mbpsの
Wi-Fiホームルーター

重量／約600g
サイズ／約W38×D130×H181mm 19,800円税別PA-WG2600HP2PA-WG2600HP2

ポータブルプロジェクター
最大輝度：3300lm

パネルサイズ：0.59インチ
パネル画素数：1280×800
最大表示色：10億7000万色

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

重量／約1.8kg
サイズ／約W292×D213×H44mm 125,000円税別

ポータブルタイプ
最大輝度：3000lm

パネルサイズ：0.59インチ
パネル画素数：1280×800
最大表示色：10億7000万色

EB-1780WEB-1780W

大画面が気軽にはじめられる。3,300lmの明るい
ハイビジョン高画質
大画面が気軽にはじめられる。3,300lmの明るい
ハイビジョン高画質

重量／約2.5kg
サイズ／約W302×D234×H77mm 67,800円税別EB-W05EB-W05

ScanSnap iX500カラーイメージスキャナー
A4 Wi-Fi対応

重量／約3kg
サイズ／約W292×D159×H168mm 50,000円税別

解像度：600 dpi
最大用紙サイズ：A3

USB3.0/USB2.0/USB1.1
IEEE802.11b/g/n

ScanSnap iX500 FI-IX500A ScanSnap iX500 FI-IX500A 

A4解像度：4800×1200
最大用紙サイズ：A4

USB2.0
有線LAN/無線LAN:あり

写真も文字もくっきり「5色ハイブリッドインク」写真も文字もくっきり「5色ハイブリッドインク」

重量／約6.2kg
サイズ／約W372×D315×H139mm 24,800円税別PIXUS TS6130PIXUS TS6130

A4解像度：6000×1200
最大用紙サイズ：A4

USB2.0
有線LAN/無線LAN:あり

2014年モデルより約15％小型化したA4対応の
インクジェットプリンター
2014年モデルより約15％小型化したA4対応の
インクジェットプリンター

重量／約8.6kg
サイズ／約W400×D172×H341mm 18,800円税別CP-J968NCP-J968N

A4インク色数:4色A4インク色数:5色

新イメージセンサー搭載のタフネスコンパクト
デジタルカメラ
新イメージセンサー搭載のタフネスコンパクト
デジタルカメラ

重量／約250g
サイズ／約W113×D31.9×H66mm 49,800円税別

1271万画素(総画素)
光学ズーム：4倍

液晶モニター：3インチ
記録メディア：SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi

撮影枚数 ： 340枚

Tough TG-5Tough TG-5

表示方式:デジタル表示
電源: ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

データ出力: ＣＳＶ形式

時間計算タイムレコーダ時間計算タイムレコーダ

重量／約1.4ｋｇ
サイズ／約W175×D132×H244mm 36,000円税別Z170Z170

ニッポーニッポー

表示方式:デジタル表示
電源: ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

データ出力: ＣＳＶ形式

タイムレコーダー
計算機能付 
タイムレコーダー
計算機能付 

重量／約1.6ｋｇ
サイズ／約W188×D134×H205mm 52,800円税別カルコロ 100カルコロ 100

注文番号 B1803010901 注文番号 B1803010902 注文番号 B1803010903

注文番号 B1803010904 注文番号 B1803010905 注文番号 B1803010906

注文番号 B1803010907 注文番号 B1803010908 注文番号 B1803010909

注文番号 B1803010910 注文番号 B1803010911 注文番号 B1803010912

注文番号 B1803010913 注文番号 B1803010914 注文番号 B1803010915

注文番号 B1803010916 注文番号 B1803010917 注文番号 B1803010918

注文番号 B1803010919 注文番号 B1803010920 注文番号 B1803010921

液
晶
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オフィス家具
取扱しています!!
オフィス家具
取扱しています!!

書庫

デスク

家具

ロッカー

ラック

テーブル

パーティ
ション

チェア

カタログを
ご希望の方は

お申し付けください!!

カタログを
ご希望の方は

お申し付けください!!

三菱三菱

USB HDDへの裏番組録画に対応した液晶テレビ
（32V型）

重量／約6.1kg
サイズ／約W733×D201×H484mm 44,800円税別

32V型ワイド
1366×768

消費電力:約65W
USB端子：1

スピーカー：フルレンジ2個

軽量3.4kgの紙パック式掃除機
（自走式パワーブラシ）
軽量3.4kgの紙パック式掃除機
（自走式パワーブラシ）

重量／約3.4kg
サイズ／約W208×D320×H206mm 22,000円税別

19型液晶テレビ 32V型液晶テレビ

ブルーレイレコーダー 紙パック式クリーナー

スティッククリーナー 空気清浄機

炊飯器 電動ポット

電気ケトル ヘルシオグリエレンジ コーヒーメーカー

ふとん乾燥機

集じん方式:紙パック
集じん容積:1.2L
吸込仕事率:310W
騒音値:59～63dB
カラー:シルキーピンク

LC-32S5LC-32S5

地上・BS・110度CSデジタルチューナーを2基搭載
（43V型）

重量／約12kg
サイズ／約W974×D247×H614mm 83,200円税別

43V型ワイド
1920×1080

消費電力:約99W
USB端子：1
スピーカー：有

43V型液晶テレビ

TH-43E300TH-43E300

USB HDDへの裏番組録画に対応した液晶テレビ
（19V型）
USB HDDへの裏番組録画に対応した液晶テレビ
（19V型）

重量／約3.6kg
サイズ／約W443×D210×H325mm 29,500円税別

19V型ワイド
1366×768

消費電力:約38W
USB端子：1

スピーカー：フルレンジ2個

ファックス

LC-19P5-BLC-19P5-B

TC-GXG8P-PTC-GXG8P-P

アイロン

12,700円税別18,300円税別

注文番号 B1803011001 注文番号 B1803011002 注文番号 B1803011003

注文番号 B1803011004 注文番号 B1803011005 注文番号 B1803011006

注文番号 B1803011007 注文番号 B1803011008 注文番号 B1803011009

注文番号 B1803011010 注文番号 B1803011011 注文番号 B1803011012

注文番号 B1803011013 注文番号 B1803011014 注文番号 B1803011015

注文番号 B1803011016 注文番号 B1803011017 注文番号 B1803011018

「ドライカーボン」採用軽量ボディ1.5kgで
ラクラクお掃除
「ドライカーボン」採用軽量ボディ1.5kgで
ラクラクお掃除

重量／約1.1kg
サイズ／約W222×D220×H980mm 39,800円税別

集じん方式:サイクロン
集じん容積:0.13L
コードレス(充電式)

ヘッド種類:モーター式(自走式)
カラー:ピンク系/イエロー系

EC-A1R-P,Y EC-A1R-P,Y 

ドライヤー

「国内でも、海外でも「ナノイー」美しく健やかな
髪と地肌へ
「国内でも、海外でも「ナノイー」美しく健やかな
髪と地肌へ

重量／約545g
サイズ／約W192×D80×H210mm 13,700円税別

切替:100～20V/200～240V
消費電力:1000～1400W
モード:ドライ＆COLD
コードの長さ:1.7m
カラー:シルバー

EH-NA59-SEH-NA59-S

お茶碗1杯分から炊ける小容量タイプの
IH炊飯ジャー
お茶碗1杯分から炊ける小容量タイプの
IH炊飯ジャー 炊飯量:3合

内釜の厚さ:1.7mm
最大消費電力:700W

保温時消費電力量:14.7Wh
カラー:ステンレスブラウン

蒸気を外に出さない「蒸気レス」
蒸気キャッチャー構造を
搭載

蒸気を外に出さない「蒸気レス」
蒸気キャッチャー構造を
搭載

重量／約3.2kg
サイズ／約W230×D300×H190mm

ZOJIRUSHIZOJIRUSHI
NP-GH05-XTNP-GH05-XT

重量／約2.9kg
サイズ／約W217×D282×H318mm

タイガータイガー
PIP-A300-RPIP-A300-R

36,000円税別

置き場所を選ばないスリム＆コンパクトサイズ置き場所を選ばないスリム＆コンパクトサイズ
8畳のお部屋の清浄スピード :15分

加湿量:420mL/h
タンク容量:2.0L

最大風量：4.0m³/分
電源コード長さ:1.8m

重量／約6.7kg
サイズ／約W280×D260×H622mm

KI-HS40-WKI-HS40-W

53,800円税別

グリエ＋レンジで、毎日使いに便利グリエ＋レンジで、毎日使いに便利
電子オーブンレンジ
庫内容量:8.0L

最大レンジ出力:600W
トースト/ノンフライ機能 
カラー:レッド系/ホワイト系

重量／約13kg
サイズ／約W470×D405×H295mm

AX-HR2-R,WAX-HR2-R,W 4,900円税別

コーヒー本来のコクと香りを引き出す
「ダブル加熱 95℃抽出」
コーヒー本来のコクと香りを引き出す
「ダブル加熱 95℃抽出」

容量:3.0L
消費電力湯沸かし時:700W
消費電力量(kWh/年):270
消費電力量(kWh/日)：0.74

節電タイマー

12,800円税別

セラミックコートベースを搭載した
タンク容量160mlの
スチームアイロン

セラミックコートベースを搭載した
タンク容量160mlの
スチームアイロン

コードレススチームアイロン
水タンク容量:160ml

スチーム持続時間:最長約180秒
消費電力:1400W

カラー:ピンク/シルバー

消費電力:650W
容量:810ml
ドリップ方式

2段階濃度調節:ふつう/濃い
洗って繰り返し使える「メッシュフィルター」

19,300円税別

乾燥マットを使用しない「消臭乾燥」
プラズマクラスター
ふとん乾燥機

乾燥マットを使用しない「消臭乾燥」
プラズマクラスター
ふとん乾燥機

マットなし乾燥
衣類乾燥 
靴乾燥

消費電力：500W
電源コード:約1.8m

重量／約4.0kg
サイズ／約W243×D243×H386mm

UD-AF1-WUD-AF1-W
重量／約1.1kg
サイズ／約W110×D226×H130mm

NI-WL604-P,SNI-WL604-P,S

フットマッサージャー

12,800円税別

包み込む「エアバッグ」とやわらか
「シリコンもみ玉」で、
新感覚マッサージ

包み込む「エアバッグ」とやわらか
「シリコンもみ玉」で、
新感覚マッサージ

毎日1時間使用して電気代1ヶ月約16円
シンプル操作:エア強、中、弱

タイマー:約15分
ヒーター内蔵

カラー:グレー/ブラウン/レッド

重量／約1.7kg
サイズ／約W230×D155×H280mm

ZOJIRUSHIZOJIRUSHI
EC-AS60-XBEC-AS60-XB

3番組同時録画に対応した
「おうちクラウドディーガ」
（1TB）

3番組同時録画に対応した
「おうちクラウドディーガ」
（1TB）

重量／約2.1kg
サイズ／約W430×D179×H41.5mm 71,800円税別

HDD容量:1TB
デジタルチューナー:地上/BS/110度CS
接続端子:HDMI//LAN/USB

無線LAN:あり
対応OS:iOS、Android、Windows

DMR-BRT1030DMR-BRT1030

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

重量／約2.4kg
サイズ／約W296×D210×H86mm 27,500円税別

スキャナタイプ
読取紙/記録紙サイズ:A4

画面仕様:親機 /4.7型 ,子機 /2.1型
コピー機能:あり

SDメモリーカード対応:あり

KX-PD615DL-T,WKX-PD615DL-T,W

シェーバー

肌にやさしく、深剃りできる5枚刃ラムダッシュ肌にやさしく、深剃りできる5枚刃ラムダッシュ

30,800円税別ES-LV5C-K,RES-LV5C-K,R

刃の枚数:5枚刃
駆動方式:往復式
充電時間:60 分

使用可能時間:約14日間
カラー:黒 /赤

6,180円税別

蒸気レス電気ケトル わく子蒸気レス電気ケトル わく子

重量／約0.9kg
サイズ／約W148×D223×H198mm

タイガータイガー
PCJ-A081-H,RPCJ-A081-H,R

重量／約2.3kg
サイズ／約W320×D340×H180mm

アテックスアテックス
AX-HXT172-GR,BR,RDAX-HXT172-GR,BR,RD

容量:0.8L
消費電力湯沸かし時:1300W
沸とう時間:カップ1杯45秒
カラだき防止機能/蒸気レス
カラー:グレー/レッド

家電
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法人向けBTO-PC

NVMe M.2 SSD搭載で起動は一瞬！nVIDIA Quadro搭載「CERVO Rapid シリーズ」NVMe M.2 SSD搭載で起動は一瞬！nVIDIA Quadro搭載「CERVO Rapid シリーズ」

ビジネス向け高性能PC カスタムオーダーメイドPC可能
業務の効率化が図れる、最新の高性能PCを多数ご用意。
専門商社のノウハウを活かしたラインナップです！

CAD、グラフィック制作、WEB制作、金融から医療システムまで！
お客様のご用途に合わせてパソコンのカスタムメイドを行います！

CERVO Rapid Type-Slim7
注文番号 B1803011101

円円
税別税別188,000限定

特価3年間

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載静音モデル

Pro
(64bit)

最新のSkylake-X
Core i7-7800X搭載 ミドルタワー

BTO Type-04T7X7BTO Type-04T7X7
● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：Core i7-7800X (3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB)
● メモリ：16GB (DDR4-2666/4GBx4、空き4、最大128GB)
● ストレージ：1TB HDD (7200rpm,64MB,6Gb/s)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：GeForce GT1030、GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：DVI-D×1、HDMI×1
● USB3.1 Gen2 Type-A×2 (背面）USB3.0×6 (前面2、背面4) USB2.0×4 (背面）
● LAN：Gigabit Ethemet×l ● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

注文番号 B1803011106注文番号 B1803011105

円円223,000税別税別
1年間Pro

(64bit)

新価格 新価格 最新のSkylake-X
Core i9-7900X搭載 ミドルタワー

BTO Type-04T7X9BTO Type-04T7X9
● OS：Windows 10 Pro 64bit 
● CPU：Core i9-7900X (3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB)
● メモリ：32GB (DDR4-2666/8GBx4、空き4、最大128GB)
● ストレージ：1TB HDD (7200rpm,64MB,6Gb/s)
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：GeForce GT1030、GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：DVI-D×1、HDMI×1
● USB3.1 Gen2 Type-A×2 (背面）USB3.0×6 (前面2、背面4) USB2.0×4 (背面）
● LAN：Gigabit Ethemet×l ● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

円円288,000税別税別
1年間Pro

(64bit)

ハイエンド向け Standard BTOシリーズハイエンド向け Standard BTOシリーズ

セキュリティチップ（TPM）搭載
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7700（3.6[TB4.2]GHz、4C/8T/8MB)
● メモリ：8GB 高品質（DDR4-2666/4GB×2、空き2、最大64GB）
● ストレージ：NVMe M.2 SSD 250GB（R:3200MB/s W:1500MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：3.5inch×1/シャドウ×1
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：miniDisplayPort×3
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×1※空き0
 　 PCI-Express3.0（×4）×1、（×1）×2
● USB：USB3.0 Type-A×5（前面2、背面3）/Type-C×1（背面）
　 USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit×1
● 電源：300W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約96（W）×404（D）×334（H）

CERVO Rapid Type-Tower8
注文番号 B1803011102

円円
税別税別238,000限定

特価3年間

最新プロセッサー Coffee Lake 搭載モデル

Pro
(64bit)

セキュリティチップ（TPM）搭載
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-8700K（3.7[TB4.7]GHz、6C/12T/12MB)
● メモリ：16GB 高品質（DDR4-2666/8GB×2、空き2、最大64GB）
● ストレージ：NVMe M.2 SSD 250GB（R:3200MB/s W:1500MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×7
● グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：miniDisplayPort×4
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×2 ※空き1　　　
　 PCI-Express3.0（×1）×3、PCI×1
● USB：USB3.1 Type-A×5（背面）/Type-C×1（背面）
　 USB3.0×2（前面）、USB2.0×2（前面）
● LAN：Gigabit×1
● 電源：550W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約220（W）×525（D）×480（H）

CERVO Rapid Type-Tower X7
注文番号 B1803011103

円円
税別税別328,000限定

特価3年間

Skylake-X Core i7搭載 ハイパフォーマンスモデル

Pro
(64bit)

セキュリティチップ（TPM）搭載
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB)
● メモリ：32GB 高品質（DDR4-2666/8GB×4、空き4、最大128GB）
● ストレージ：NVMe M.2 SSD 500GB（R:3200MB/s W:1800MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×7
● グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×4（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4 ※空き3
　 PCI-Express2.0（×1）×1※PCIE1/2/3/5は、x16/x0/x8/x0または x8/x0/x8/x8 で動作
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面）/ Type-C×1（背面）
　 USB3.0×6（前面2、背面4）　USB2.0×2（背面2）
● LAN：（有線）Gigabit×2（無線）802.11a/b/g/n/ac（デュアルバンド対応）
● Bluetooth：V4.2/V3.0＋ハイスピードクラスⅡ対応
● 電源：550W 80Plus Platinum ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約220（W）×525（D）×480（H）

CERVO Rapid Type-Tower X9
注文番号 B1803011104

円円
税別税別498,000限定

特価3年間

Skylake-X Core i9搭載 ハイパフォーマンスモデル

Pro
(64bit)

セキュリティチップ（TPM）搭載
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CUP：CPU：Core i9-7900X（3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB)
● メモリ：64GB 高品質（DDR4-2666/16GB×4、空き4、最大128GB）
● 起動ストレージ：NVMe M.2 SSD 500GB（R:3200MB/s W:1800MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 耐久HDD（5400rpm, 64MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×6
● グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×4（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4 ※空き3PCI-Express2.0（×1）×1
    ※PCIE1/2/3/5は、x16/x8/x16/x0 または x8/x8/x16/x8 で動作
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面）/ Type-C×1（背面） USB3.0×6（前面2、背面4）USB2.0×2（背面2）
● LAN：（有線）Gigabit×2（無線）802.11a/b/g/n/ac（デュアルバンド対応）
● Bluetooth：V4.2/V3.0＋ハイスピードクラスⅡ対応
● 電源：650W 80Plus Platinum ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約220（W）×525（D）×480（H）

カ
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注文番号 B1803011201

全機種、各種カスタマイズ対応可能です。お気軽にご相談ください。

Xeonスケーラブルプロセッサー搭載
1CPUモデル

CERVO Grasta Type-IS1SCERVO Grasta Type-IS1S
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● CPU：Xeon Silver 4112（2.6[Max3.0]GHz、4C/8T/8.25MB）
● メモリ：16GB（DDR4-2400/4GB×4、空き4）Registered ECC
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロットPCI-Express3.0（×8）×2/空き2
※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8 PCI-Express3.
● LAN：10GBase-T×2、IPMI×1 ● その他：シリアルポート×1
● 電源：900W 80Plus GOLD ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

注文番号B1803011205注文番号B1803011204

注文番号B1803011206 注文番号B1803011207

円円348,000税別税別
3年間

DeepLearning 入門モデル研究分野でここ数年、最も注目を浴びている
ディープラーニング。

CERVO Deep Type-DPCCERVO Deep Type-DPC
● GPU（計算用）：GeForce GTX1080Ti GDDR5x/11GB
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：Core i7-6850K（3.6[TB3.8]GHz、6C/12T/15MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:540MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×3、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック（描画用）：GeForce GT710 DDR3/2GB
● ディスプレイ端子：DualLink DVI-D×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0×12（前面2、背面10） ● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1000W 80Plus PLATINUM
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約200（W）×592（D）×455（H）

円円578,000578,000税別税別
3年間

もっ
と

超静音仕様
最大256GBメモリ

Xeonスケーラブルプロセッサー搭載
2CPUモデル

CERVO Grasta Type-ES1SCERVO Grasta Type-ES1S
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● CPU：[2基] Xeon Silver 4110（2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き3 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.1 Type-A×2（背面2）USB3.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2※内、1ポートはIPMI兼用
● 電源：1200W 80Plus Platinum ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

円円548,000税別税別
3年間

もっ
と

超静音仕様
最大1TB ※メモリ

※LRDIMM使用時

静音仕様
最大128GBメモリ

※LRDIMM使用時

Xeonスケーラブルプロセッサー搭載
2CPU ホットスワップベイモデル

CERVO Grasta Type-GS1SCERVO Grasta Type-GS1S
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● CPU：[2基] Xeon Silver 4110（2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch HotSwapベイ×7
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き3 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.1 Type-A×2（背面2）USB3.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2※内、1ポートはIPMI兼用
● 電源：1200W 80Plus Platinum ● 保証期間：3年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約178（W）×648（D）×452（H）

円円598,000税別税別
3年間

もっ
と

超静音仕様
最大1TB ※メモリ

Xeonスケーラブルプロセッサー搭載
2CPU ホットスワップペイ 冗長電源モデル

CERVO Grasta Type-LS1SCERVO Grasta Type-LS1S
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● CPU：[2基] Xeon Silver 4114（2.2[Max3.0]GHz、10C/20T/13.75MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch×1、3.5inch HotSwapベイ×7
● グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×4（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×6/空き5 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.0×4（前面2、背面2）USB2.0×2（背面）
● LAN：10GBase-T×2、IPMI×1 ● その他：シリアルポート×1
● 電源：[冗長電源] 2200W 80Plus Platinum ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約178（W）×673（D）×462（H）

円円988,000税別税別
3年間

冗長化電源
最大1TB ※メモリ

※LRDIMM使用時

ディープラーニング（深層学習）は、人工知能を実現するための機械学
習の手法の1つですが、特にニューラルネットワークという人間の脳の
神経回路の仕組みから着想を得た機械学習モデルを更に発展させて
多層構造としたニューラルネットワークを使った機械学習の手法を指
します。

・自動車：自動運転、運転支援など
・医療：医療画像診断支援など
・ロボット：感情表現など
・不動産：物件価格査定など
・農業：作物生産予測など
・製造業：品質管理など
・IT産業：Web解析、コメント解析など

GTX1080Ti搭載

注文番号B1803011203DeepLearning
ハイパフォーマンスモデル
CERVO Deep Type-DPXXCERVO Deep Type-DPXX
● GPU（計算用）：TESLA P100 GDDR5 16GB
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：[2基] Xeon E5-2630V4（2.2[TB3.1]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:540MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch×1、3.5inch HotSwapベイ×6
● グラフィック（描画用）：Quadro P600 GDDR5/2GB（MiniDP×4）
● USB：USB3.0×2（背面2） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2、IPMI×1
● 電源：[冗長電源] 2000W 80Plus Platinum 
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約178（W）×673（D）×462（H）

2,268,000円円税別税別3年間

冗長化電源
最大1TB ※メモリ

※LRDIMM使用時※LRDIMM使用時

TESLA P100搭載
注文番号B1803011202DeepLearning

スタンダードモデル
CERVO Deep Type-DPXCERVO Deep Type-DPX
● GPU（計算・描画兼用）：GeForce GTX1080Ti GDDR5x/11GB ×2
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：Xeon E5-1650V4（3.5[TB3.8]GHz、6C/12T/15MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:540MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×5、2.5inchシャドウ×1
● ディスプレイ端子：DP×3/HDMI×1（4K@60Hz）、DualLink DVI-D×1
● USB：USB3.0×12（前面2、背面10） USB2.0×2（前面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1500W 80Plus GOLD ● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約230（W）×560（D）×583（H）

円円788,000788,000税別税別
3年間

静音仕様
最大128GBメモリ

GTX1080Ti搭載

ディープラーニングの主な活用分野

ディープラーニング向け GPGPUワークステーションディープラーニング向け GPGPUワークステーション

ワークステーション CERVO Grastaシリーズワークステーション CERVO Grastaシリーズ
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注文番号 B1803011301

�

�

1台でさらに快適に。どこでもかんたんインターネット

物販としてご購入いただける新一括販売パッケージ

約20時間の連続通信が可能 !
最高150Mbpsの通信速度 !ALTEEMALTEEM

■LTE：受信時最大150Mbps／送信時最大50Mbps
■3G：受信時最大42Mbps／送信時最大5.76Mbps
■サイズ：高さ/約74.0mm×幅/約/74.0mm×厚さ/約/17.3mm
■質量：約128g

高速LTEで快適インターネット!

新プラン登場!

NEW!NEW!

長時間通信に対応 かんたん操作
かんたん操作！APN自動設定

APN（Access Point Name）が自動設定でご利用いた
だけます。パスワードレスでアクセスできるので、手間
のかかる設定は不要！お買い上げいただいてからすぐに
ご利用いただけます。

Wi-Fi利用時最大20
時間。Bluetooth利
用時は最大24時間
の長時間バッテリー。

注文番号 B1803011302

89,800円
税別89,800円円円
税別税別税別

24ケ月プラン

エリア拡大！

注文番号 B1803011303

59,800円
税別59,800円円円
税別税別税別

注文番号 B1803011304

39,800円
税別39,800円円円
税別税別税別

注文番号 B1803011305

29,800円
税別29,800円円円
税別税別税別

法人様
限定!
法人様
限定!

12ケ月プラン

6ケ月プラン 3ケ月プラン

端末代・通信料・契約事務手数料全て込み！ 端末代・通信料・契約事務手数料全て込み！

端末代・通信料・契約事務手数料全て込み！ 端末代・通信料・契約事務手数料全て込み！

法
人
様
限
定 
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2020年1月Windows7サポート終了によりお問い合わせが増えています!2020年1月Windows7サポート終了によりお問い合わせが増えています!

※通信容量10GB/月、1.2GB/3日を超えると通信制限がかかります。
※30GB/月プランもございます



注文番号 B1803011401 注文番号 B1803011402

注文番号 B1803011403 注文番号 B1803011404 注文番号 B1803011405

15,00015,000円円税別税別 12,50012,500円円税別税別

2,0002,000円円税別税別

データ復旧には高額な費用がかかります。 データ復旧サービスパックがあれば･･･
規定期間の間は
年1回までの復旧が 復旧率94％以上！！＊1

＊1：有償でのご依頼を受けたHDDの復旧率となります。

※端末の修理はしませんのでご注意下さい。
※年1回までとなります。円！0円！0写真資料

リストアドレス

障害レベル P　　C サーバー・NAS

論理障害

※一般的な障害範囲としており、本金額以下及び以上の場合もあります。

軽度 50,000円～100,000円 150,000円～300,000円

80,000円～150,000円

50,000円～100,000円

120,000円～250,000円

250,000円～450,000円

150,000円～300,000円

250,000円～600,000円

重度

軽度

重度
物理障害

誤削除やデータクラッシュ、
ディスクのフォーマットなど
誤って喪失した大切なデータ。

〈データ復旧サービスの価格例〉

ハードウェアの故障よりもデータの
喪失のほうがダメージが大きい?!

データが
すべて消えた!!

どうしよう?!

成功！

電話&リモート
サポートサービス！
電話&リモート
サポートサービス！

お助けサポート！

90分ライセンス版 6ヶ月ライセンス版 12ヶ月ライセンス版

6,0006,000円円税別税別 10,00010,000円円税別税別

システム担当者様や事務員の皆さまの負担を軽減! !

パソコンの保証パソコンの保証
メーカー保証が切れて、万が一、パソコンが故障してしまうと、
高額な修理代が発生！
メーカー保証が切れて、万が一、パソコンが故障してしまうと、
高額な修理代が発生！

パソコン修理延長保証＆データ復旧（3年間）パソコン修理延長保証＆データ復旧（3年間）

わずかな保証金でわずかな保証金で3年間保証
免責なし 修理延長保証
(メーカー保証+2年間)

データ復旧安心サービス

延長しませんか?延長しませんか?
安心して
パソコンを
ご利用頂く
ために

W33パソコン延長保証サービス

W33延長保証
パック

修理延長保証＆データ復旧

W3延長保証
パック

修理保証のみも選べます！

パソコンご利用時の
アフターサポートに
ぜひご利用ください。

安心＆充実！PCテクニカルサポートサービス!

パソコンのことで
困っても大丈夫！

パ
ソ
コ
ン
の
修
理
保
証 

・
電
話
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オフィスのPCをスペックアップ！

パソコンが驚異的に速く！快適になります

HDD＋SSDで、大容量と高速アクセスを両立

HDD→SSDに変換でパソコンがとにかく快適に!

こんなに

なるの？ 換装サービス
保存容量とスピードを両立したハイブリッドHDDでパソコンを劇的に速く快適にしませんか?

一度使うともう戻れない

圧倒的速さ
!一度使うともう戻れない

圧倒的速さ
!

ご利用中のパソコンを手軽に高速化！容量とスピードを低価格で実現します。もちろん今の環境をそのまま移行します

① ローコストで高速化SSHD 500GB
大容量SSHD500GB
にカスタマイズ!環境移
行サービス付なので、
手間がかかりません！

SSHD500GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

32,800円税別32,800円円円税別税別税別高速化・大容量化
テクニカルメニュー
SSHD500GB+作業料

注文番号 B1803011504

② 大容量SSHD1TB
大容量SSHD1TBにカ
スタマイズ!環境移行
サービス付なので、手
間がかかりません！

SSHD1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

36,800円税別36,800円円円税別税別税別高速化・大容量化
テクニカルメニュー
SSHD1TB+作業料

注文番号 B1803011505

③ 大容量SSHD2TB
大容量SSHD2TBにカ
スタマイズ!環境移行
サービス付なので、手
間がかかりません！

SSHD2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

45,800円税別45,800円円円税別税別税別高速化・大容量化
テクニカルメニュー
SSHD2TB+作業料

注文番号 B1803011506

① SSD250GBカスタマイズ

SSD250GBに
カスタマイズ!
「部品代＋作業料」

42,800円税別42,800円円円税別税別税別SSD250GB
(部品代込)

注文番号 B1803011501

※一部、換装ができない機種がございますのであらかじめご了承ください。※ＯＳのクリーンインストールご希望の際は作業時にOS又はリカバリCDが必要となります。※作業前にバックアップをお取りください。（データに関する保証はござ
いません）※お預かりでの作業とさせていただきます（最短で2～3日程度）※パソコンの状態により、作業に時間がかかる場合や別途料金が必要になる場合がございます。その際は、作業担当スタッフよりご連絡させていただきます。予めご
了承ください。

超高速！
『絶賛の声』『絶賛の声』

お客様満足度

多数いただいております！

約95％!約95％!

SSD

起動が速い！
パソコンの起動する時
間が非常に速いので、
お仕事などすぐに始め
ることができます！

サクサク動く！
ソフトの起動やデータ
の読み書きが速いので
ストレスなく快適にパ
ソコンが使えます！

省電力!
SSDは電力を使
う部分が少ないの
でHDDに比べて
省電力です！

発熱が少ない! 壊れにくい！
SSDは構造が簡単な為、
落下した時の衝撃により部
品が壊れるといった故障が
HDDに比べ少ないです。

こんなに

なるの？

話題のパソコン高速化カスタマイズ!

最新ストレージ

② SSD500GBカスタマイズ

SSD500GBに
カスタマイズ!
「部品代＋作業料」

49,800円税別49,800円円円税別税別税別SSD500GB
(部品代込)

注文番号 B1803011502

③ SSD1TBカスタマイズ

大容量SSD1TBに
カスタマイズ!
「部品代＋作業料」

74,800円税別74,800円円円税別税別税別SSD1TB
(部品代込)

注文番号 B1803011503

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！

S
S
H
D
換
装
サ
ー
ビ
ス
・
S
S
D
換
装
サ
ー
ビ
ス
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生活家電生活家電
台数まとめての
ご入用にも対応
いたします！

炊飯器

その他にも、各種カテゴリ・取扱いメーカー多数ございます！

冷蔵庫 掃除機 洗濯機 エアコン 空気清浄機

各種

お取り扱いございます!
スピード納品致します!!スピード納品致します!!

デジタルAV 家庭用ゲーム機 美容家電 美容・コスメ

●商品のお求め・お問い合わせはこちらまで

販売店・代理店

カタログに掲載のない商品もお取り扱いいたします！ お探しの商品がございましたら、ご連絡ください！

カタログ注文シート 2018.3-1

F A X
送 信 方 向

お 客 様 名（ 会 社 名 ）

ペ ー ジ

1 P

P

P

P

P

P

P

2

3

4

5

6

7

数 量価格（税別）ご 注 文 番 号 商 品 型 番

部 署 名 ご 担 当 者 様 名

電 話 番 号 F A X 番 号 お 問 合 せ 種 別

見 積 依 頼 / 注 文 依 頼

明瞭パッケージ価格 !安心低価格 !

SEO対策 アクセス解析

ホームページ
制作します !
ホームページ
制作します !

1,700件以上!

制作実績

法人様
官公庁様
病院様

スマートフォン対応
テンプレプランS 199,800円税込199,800円円円税込税込税込

テンプレプランA 99,800円税込99,800円円円税込税込税込

注文番号 B1803011601

注文番号 B1803011602




