
ノートパソコンおすすめモデル

HP 255 G7
シンプルで使いやすい15インチ・エントリーノートPC

カラーはビジネスにもマッチするダークアッシュシルバー
見る角度や光の加減によって微妙に変化し、
表面は、しっくりと手になじむ織物のような
質感とテクスチャに仕上げました。

ジェットブラックのフルサイズのキーボード

あらゆる処理を快適にこなす［SSD］
アプリやブラウザを起動したり、重たいファイルの更新などの作業をする。

パソコンを使用する際に発生する動作一つ一つに時間がかかり、ストレスを感じることはありませんか？
HDDに比べてストレスが少ないSSDなら、毎日の作業を快適にこなせます。

【日本HP調べ】
ハードディスク（HDD）を100%とした場合の相対値で、ベンチマークソフトウェア「CrystalDiskMark」によるベンチマーク結果。
弊社の環境における特定構成のパソコンでベンチマークを計測した数値となり、掲載しているベンチマークスコアは参考値であり、パ
フォーマンスやスコアを保証するものではありません。



ノートパソコンおすすめモデル

エントリーモデル 【スペック】
・画面サイズ：15.6型HD
・OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
・CPU：AMD E2-9000e APU
・メモリ：4GB
・ストレージ：SSD 128GB
・光学ドライブ：なし Office：なし
・保証：1年間

ご提供価格¥29,000
商品コード CQ69A42497

型番 6MF69PA-AAAS

パフォーマンスモデル

商品コード CQ69A42500

型番 6MF67PA-AAAC

【スペック】
・画面サイズ：15.6型フルHD
・OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
・CPU： AMD Ryzen(TM) R5 2500U
・メモリ：8GB
・ストレージ：SSD 256GB
・光学ドライブ：DVDライター Office：なし
・保証：1年間

ご提供価格¥64,000

AMD最新世代APUを搭載！
HP 255 G7 に搭載されている、最新のRyzen™ 5-2500U APUなら、
インテル製プロセッサーを凌ぐパフォーマンスで、普段使いはもちろん、

負荷の高い処理もストレス少なくこなします。

【日本HP調べ】
インテル® Core™ i3-7020Uプロセッサーを100%とした場合の相対値で、ベンチマークソフトウェア「CINEBENCH R15」による
ベンチマーク結果。
弊社の環境における特定構成のパソコンでベンチマークを計測した数値となり、掲載しているベンチマークスコアは参考値であり、パ
フォーマンスやスコアを保証するものではありません。

お見積もりのご依頼は見積フォームよりご依頼ください。
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qam-lbmcpg-17b85e08224af3e0ddb3908fdf0da3a1

記載の金額は税抜となります

この製品は完売しました

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qam-lbmcpg-17b85e08224af3e0ddb3908fdf0da3a1


デスクトップPCおすすめモデル①

HP Desktop Pro A G2 

コストパフォーマンスに優れた
エントリーデスクトップ

スモールビジネスに最適な設計で、
コストを抑えつつ、

高い生産性を実現します。

~特徴~

最新AMD Ryzen™
プロセッサー搭載 拡張性を確保 標準2画面モニター

対応
最新のAMD製Ryzen™ Proプ
ロセッサー搭載。負荷のかか
るマルチタスクやメディアコ
ンテンツも素早く処理するな
パフォーマンスを発揮します。

オプティカルドライブ、2つ
のメモリソケット、PCI 
Express ×16スロット1基、
×1スロット1基、PCIスロッ
ト1基を備え、必要十分な拡
張性を提供します。

VGAに加えてHDMIを標準装
備することで2画面表示にも
対応、2つのディスプレイを
置いて効率よく作業が可能で
す。表示領域の拡大によって、
複数のアプリケーションを同
時に表示できるため、業務の
操作性、生産性が向上します。

1.DVDライター
2.電源ボタン
3.ヘッドフォン/マイクロフォンコンボ
ジャック
4.USB 3.1 Gen1 × 4
5.ラインイン/ラインアウト
6.HDMIポート
7.VGAポート
8.USB 2.0 × 4
9.Cable Lock Slot
10.RJ-45



ミドルモデル 【スペック】
・OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
・CPU：AMD Ryzen(TM) 3 PRO 2200G APU 
・メモリ：8GB
・ストレージ：HDD 1TB
・光学ドライブ：DVDライター
・Office：なし
・保証：1年間

ご提供価格¥40,000
商品コード CQ69A42499

型番 6JP10PA-AAAF

パフォーマンスモデル

商品コード CQ69A42501

型番 6JP11PA-AAAE ご提供価格¥48,000

【スペック】
・OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
・CPU：AMD Ryzen(TM) 5 PRO 2400G APU 
・メモリ：8GB
・ストレージ：HDD 1TB
・光学ドライブ：DVDライター
・Office：なし
・保証：1年間

モニターもおすすめ！

解像度:1920 × 1080 (フル
HD)
入力端子:VGA、HDMI、
DisplayPort
本体カラー:ブラック
保証:3年間

P224

ご提供価格¥11,926
商品コード CQ65200540

型番 5QG34AA#ABJ

P244

ご提供価格¥15,142
商品コード CQ65200600

型番 5QG35AA#ABJ

画面サイズ：21.5インチ
解像度:1920 × 1080 (フルHD)
入力端子:VGA、HDMI、DisplayPort
保証:3年間

画面サイズ：23.8インチ
解像度:1920 × 1080 (フルHD)
入力端子:VGA、HDMI、DisplayPort
保証:3年間

デスクトップPCおすすめモデル①

お見積もりのご依頼は見積フォームよりご依頼ください。
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qam-lbmcpg-17b85e08224af3e0ddb3908fdf0da3a1

記載の金額は税抜となります

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qam-lbmcpg-17b85e08224af3e0ddb3908fdf0da3a1


デスクトップPCおすすめモデル②

HP EliteDesk 705 G4 SF
世界で最も安全で、管理性に優れたデスクトップPC

HP Eliteシリーズで実現する標準セキュリティ機能により、
ビジネスレベルの保護ときめ細やかな管理を実現します。

ビジネスを支える
パフォーマンス

最新のVegaグラフィックス搭載AMD製
Ryzen™ Pro プロセッサーをご提供。強
力なグラフィックスや、複雑な演算処理
やマルチタスクにも耐えうるパフォーマ
ンスが、ビジネスを加速します。

HP独自の
セキュリティ・管理機能
後を絶たないマルウェアの脅威からPC
を守るため、独自の自己修復機能やセ
キュリティ管理機能を標準搭載。まだ見
ぬ未知の脅威にも対抗できる1台をご提
供します。



デスクトップPCおすすめモデル②
ミドルモデル 【スペック】

・OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
・CPU：AMD Ryzen(TM) 3 PRO 2200G APU
・メモリ：8GB
・ストレージ：SSD 256GB
・光学ドライブ：DVDライター
・Office：なし
・保証：1年間

ご提供価格¥65,000
商品コード CQ69A42464

型番 3AD02AV-AHDN

パフォーマンスモデル

商品コード CQ69A42498

型番 3AD02AV-ABOG ご提供価格¥67,000

【スペック】
・OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
・CPU：AMD Ryzen(TM) 5 PRO 2400G APU
・メモリ：16GB
・ストレージ：SSD 256GB + HDD 2TB
・光学ドライブ：DVDライター
・Office：なし
・保証：1年間

モニターもおすすめ！

解像度:1920 × 1080 (フル
HD)
入力端子:VGA、HDMI、
DisplayPort
本体カラー:ブラック
保証:3年間

P224

ご提供価格¥11,926
商品コード CQ65200540

型番 5QG34AA#ABJ

P244

ご提供価格¥15,142
商品コード CQ65200600

型番 5QG35AA#ABJ

画面サイズ：21.5インチ
解像度:1920 × 1080 (フルHD)
入力端子:VGA、HDMI、DisplayPort
保証:3年間

画面サイズ：23.8インチ
解像度:1920 × 1080 (フルHD)
入力端子:VGA、HDMI、DisplayPort
保証:3年間

お見積もりのご依頼は見積フォームよりご依頼ください。
https://form.licenseonline.jp/hardware_quotation_request/form.html

記載の金額は税抜となります

https://form.licenseonline.jp/hardware_quotation_request/form.html


ExcelやWord、PowerPointなど使い慣
れたサービスをクラウドで。

Office 365なら、どこにいても、
会社と変わらないワークスタイルを実
現できます。

お見積りはこちら

デスクトップ、ノートPC、サーバー、モバ
イルデバイス、BYODのPC、スマホ、タブ
レット等も一括管理可能！

高度な機械学習やふるまい分析などの多層
化された技術により、ランサムウェアやゼ
ロデイの脅威などの高度な攻撃を効果的に
防止します。

お見積りはこちら

Symantec Endpoint Protection 
Cloud

SEP Cloud

ソフトウェア もハードウェア も
● ● ● ● ● ●

お気軽にご相談ください

front@licenseonline.jp

0120-989-415
受付時間（平日9:30-12:00、13:00-17:30）

ハードウェア特設ページはこちら

お見積もりのご依頼は見積フォームよりご依頼ください。
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qam-lbmcpg-17b85e08224af3e0ddb3908fdf0da3a1

https://www.licenseonline.jp/qq2/campaign/lsatselect/front/office365.asp?LOLID=87465
https://www.licenseonline.jp/qq2/licenseonlinestorefront/Maker.asp?VendorID=2&LOLID=87465
https://www.licenseonline.jp/qq2/Campaign/hardware/1906/index.asp?LOLID=87465
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qam-lbmcpg-17b85e08224af3e0ddb3908fdf0da3a1
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