
チラシの有効期限
2020年6月末まで

14型
フルHD

OS Windows 10 Pro 64ビット
CPU Core™ i7-10510U
メインメモリ 8GB
ストレージ M.2 SSD 512GB (SATA)
無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX200
光学ドライブ 非搭載
Office 無し
標準保証 1年間ピックアップ保証

お客様御提供価格

￥122,000(
税別)

・第10世代インテル Core™ プロセッサー搭載
・最大約25.0時間駆動可能なバッテリー
・最大3画面同時出力で生産性向上
・Wi-Fi 6対応 大容量データ・端末多数でも高速通信
・Windows Hello 顔認証ログイン
・パソコン本体の厚さ約16.9mm、重量約 1100gと

薄型軽量で持ち運びがラクラク
・MIL規格に準拠した「衝撃・運送時落下」、「粉塵」

などの厳しい信頼性テスト10項目をクリアした高耐久性

MousePro-NB410Z8G-BPQD

高耐久性

薄型
軽量

テ レ ワ ー ク に 最 適 な 薄 型 モ バ イ ル ノ ー ト P C

数 量 限 定



デンセイシリウス株式会社
〒213-0011

神奈川県川崎市高津区久本3-9-25

インストールOS詳細 Windows 10 Pro 64bit
CPU詳細 Core i7-10510U
プロセッサーテクノロジー 第10世代Core
メインメモリ(標準) 8GB
メインメモリ(最大) 40GB
メモリタイプ PC4-21300 DDR4 SODIMM
メモリスロット(空/全) 1/1 ※オンボード 8GB搭載
ストレージ容量 512GB
ストレージタイプ SSD M.2(SATA3接続）
光学ドライブ なし
グラフィックコントローラ インテル UHD グラフィックス
VRAM容量 メインメモリからシェア (最大 約4GB)
ディスプレイ詳細 あり 14.0型 フルHDノングレア（LEDバックライト）
ディスプレイサイズ 14型
解像度 1920×1080
タッチパネル 非搭載
外部ディスプレイ出力 あり 2 (HDMI/ 左側面×1、USB Type-C/ 左側面×1)
外部ディスプレイ解像度 3840×2160

メモリカードスロット あり UHS-I対応 右側面×1［対応メディア：micro SDメモリーカード
(SDXC,SDHC 含む)］

PCI-Expressスロット なし
有線LAN なし

無線LAN
インテル Wi-Fi 6 AX200 (最大2.4Gbps/ 
IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/I
EEE802.11n)

WWAN なし
その他無線データ転送 Bluetooth 5モジュール内蔵
USB USB3.0 x1 (右側面×1) / USB3.1 x2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側

面×1 ※ディスプレイ出力と共用)
キーボード あり 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ ピッチ約

19.1mm/ ストローク約1.2mm)
ポインティングデバイス 高精度タッチパッド
スピーカー あり ステレオ スピーカー (内蔵)
Webカメラ あり 100万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載)
オフィスソフト なし
ハードウェアセキュリティ インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット、

Windows Hello（顔認識カメラ搭載）
本体サイズ(H×W×D) 16.9x322x218.2mm (折り畳み時/ 突起部含まず)
本体重量 約1100g
リカバリ用データ保存場所 内蔵SSD内リカバリー領域

TEL 044-811-7891 /  FAX 044-811-7790

商品についての御問い合わせは
弊社まで御連絡下さい。



商品についての御問い合わせは
弊社まで御連絡下さい。

USB Type-C対応マルチアダプター

アイ・オー・データ機器
型番：US3C-UERGB/H2

クラウド型WEB会議サービス
「Zoom」

画面出力、有線LANもまとめて接続！ 1対1から大規模まで、場所や時間に縛ら
れない会議を実現！

価格￥6,300(税別)

【年間ライセンス】
Zoom プロ1ライセンス
Zoom ビジネス10ライセンス

ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン

質量0.28㎏でバッテリーを搭載。
持ち運びにも便利でWEB会議に最適！

YAMAHA
型番：YVC-200

テレワーク環境で複合機が無くても作成し
た見積書や文書を簡単PDF化！

ソースネクスト
型番：279390

Splashtop プレミアム(1年版)

価格￥2,700(税別)価格￥26,000(税別)

テレワークにも活躍。
外部から会社PCへ簡単リモート接続！

ソースネクスト
型番：157990

デンセイシリウス株式会社
〒213-0011

神奈川県川崎市高津区久本3-9-25
TEL 044-811-7891 /  FAX 044-811-7790

いきなりPDF Ver.7 STANDARD

価格￥3,500(税別)

価格につきましては
御問い合わせ下さい



商品についての御問い合わせは
弊社まで御連絡下さい。

デンセイシリウス株式会社
〒213-0011

神奈川県川崎市高津区久本3-9-25
TEL 044-811-7891 /  FAX 044-811-7790

4極対応ヘッドセット

サンワサプライ
型番：MM-HS402SV

テレワーク環境でのWEB会議に最適！

価格￥1,600(税別)

Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス

サンワサプライ
型番：MA-BTBL27BK

手のひらに収まるほどの超小型タイプで
持ち運びに便利！

価格￥3,000(税別)

テレワーク助成金について
厚生労働省や経済産業省、
各都道府県でテレワークの
導入に対して助成金対応を
行っていますので詳細は御
問い合わせ下さい。

広視野角ADSパネル採用
21.5型ワイド液晶ディスプレイ

パネルタイプ：TFT21.5型ワイド
／ADSパネル

最大表示解像度：1920×1080 
最大表示色：1677万色
映像入力端子：HDMI、アナログRGB 

価格￥11,000(税別)

2画面利用で業務効率アップ！
アイ・オー・データ機器
型番：LCD-AH221EDW


