
  

 

 

 

デジタルスタイル     

リース切れ在庫品有償譲渡会 

全品 6 ヶ月保証  

PC 使用設定ネット接続設定無料 

 

 

 

お問合せ先 

022-725-8717 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

〒981-3103 
宮城県仙台市泉区 

山の寺2-24-8 
 

弊社の備品整理からリースアップ・不要となった 

各機器を安価でお譲り致します！！ 
 

在庫状況は下記の QR コードよりご確認ください。 

 



A553/G 富士通LIFEBOOK 15.6型

A553/H 富士通LIFEBOOK 15.6型

A553/H 富士通LIFEBOOK 15.6型

A561/D 富士通LIFEBOOK 15.6型

価格応相談
状態：液晶にドット抜けあり・天板に
大キズあり・キーボード使用感あり

Windows10 Pro 64bit・Celeron ＠1.8GHz （2コア2スレッド）
・SSD-500GB ・メモリ４GB ・DVD-ROMドライブ搭載
・USB2.0×4 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ、WiFi子機

※バッテリーはかなり弱いためACアダプタ使用を前提

状態：液晶キレイ・天板に小キズあり
・キーボード使用感大あり

Windows10 Pro 64bit・Core i5＠2.5GHz （2コア4スレッド）
・HDD-240GB ・メモリ４GB ・DVR-RW ・HDMI出力搭載
・USB2.0×4 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ、WiFi子機

※バッテリーはかなり弱いためACアダプタ使用を前提

※テンキーなし ※SDカードスロットなし ※マウスなし

Windows10 Pro 64bit・Celeron ＠1.8GHz （2コア2スレッド）
・HDD-320GB ・メモリ４GB ・DVD-ROMドライブ搭載
・USB2.0×4 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ、WiFi子機

※テンキーなし ※SDカードスロットなし ※マウスなし

状態：液晶キレイ・天板に少し
キズあり・キーボード使用感小
全体的にキレイ

Windows10 Pro 64bit・Celeron ＠1.8GHz （2コア2スレッド）
・HDD-320GB ・メモリ４GB
・USB2.0×4 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ、WiFi子機

※SDカードスロットなし ※マウスなし ※DVDドライブ使用不可

状態：液晶キレイ・天板にキズ多数
・DVDドライブが使用不可

※バッテリーはかなり弱いためACアダプタ使用を前提

※バッテリーはかなり弱いためACアダプタ使用を前提

価格応相談

価格応相談

価格応相談

※全品6か月補償付き！
※ご希望の方には超高速SSDへの交換を有償で御請致します

事務⽤途向け︕キズモノですが、⼀般的な利⽤に差し⽀えありません

参考価格帯︓6,000円〜20,000円程度

売却済



Pavilion23 HP23-q080jp 23型

AIO510 Lenovo ideacentre 21.5型

MK26TG-C NEC-Mate 19型

VPCCB SONY VAIO 15.6型

状態：ほぼ新品状態・美品

Windows10 Home 64bit・Core i5＠2.7GHz（4コア4スレッド）
・HDD-１TB ・メモリ8GB ・BDドライブ ・HDMI搭載
・USB2.0×4 3.0ｘ2 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ
Wirelessキーボード＆マウス＆子機

状態：キズ少。使用感あり

Windows10 Pro 64bit・Core i5＠2.67GHz （2コア4スレッド）
・HDD-250GB ・メモリ４GB ・DVR-ROM
・USB2.0×8 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ
キーボード＆マウス ・WiFi子機

※SDカードスロットなし

Windows10 Home 64bit・Celeron＠2.6GHz（2コア2スレッド）
・HDD-1TB ・メモリ4GB ・DVD-RWドライブ搭載・HDMI搭載
・USB3.0ｘ2 USB2.0×3 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ
Wirelessキーボード＆マウス

状態：キズ少。良
モニター上面に1cm程度のキズあり

Windows10 Home 64bit・core i5＠2.3GHz （2コア4スレッド）
・HDD-500GB ・メモリ8GB ・BD-RWドライブ搭載
・USB3.0ｘ1 USB2.0×3 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ

※SDカードスロット故障 ※バッテリーなし ※マウスなし

状態：キズ少。良
ファンの音が高

※バッテリーがないためACアダプタ使用を前提

価格応相談

価格応相談

価格応相談

価格応相談

※全品6か月補償付き！
※ご希望の方には超高速SSDへの交換を有償で御請致します

⾼性能PC︕サクサク・快適なPCライフをお届けします

参考価格帯︓30,000円〜100,000円程度



ENVY HP17-k210TX 17.3型

X220 Lenovo 4290RT2 12.5型

VPCJ118FJ SONY-VAIO 21.5型

G50 Lenovo 80G000VVJP 15.6型

状態：天板に小さなキズあり
使用感少。美品

Windows10 Home 64bit・Core i7＠2.4GHz（2コア4スレッド）
・HDD-１TB ・メモリ8GB ・DVD-RWドライブ・HDMI搭載
・USB3.0ｘ3 ・GigaLAN ・GeForce 840M ・付属品：ACアダプタ

高性能モバイルPC B5サイズ・ネット閲覧・Office互換ソフト搭載！

状態：背面に大きな擦りキズがありますが
正面はかなりキレイで良品です

Windows10 Home 64bit・Core i5＠2.4GHz （2コア4スレッド）
・HDD-500GB ・メモリ8GB ・BDドライブ搭載
・USB2.0×5 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ
キーボード＆マウス

※TV機能は動作不可

Windows10Pro 64bit・Core i7＠2.7GHz（2コア4スレッド）
・HDD-320GB ・メモリ8GB ・DVD-RWドライブ搭載※
・USB3.0ｘ1 2.0×1+4※ ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ

状態：キズも少なく良品です

Windows8.1 64bit・Celeron＠2.1GHz（2コア2スレッド）
・HDD-500GB ・メモリ4GB ・DVD-RWドライブ搭載・HDMI搭載
・USB3.0ｘ1 2.0×2 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ

状態：キズも少なく良品です

※ドッキングステーションにて拡張されいます

※中古品の為バッテリーは補償対象外

※中古品の為バッテリーは補償対象外

※中古品の為バッテリーは補償対象外

価格応相談

価格応相談

価格応相談

価格応相談

※全品6か月補償付き！
※ご希望の方には超高速SSDへの交換を有償で御請致します

⾼性能PC︕サクサク・快適なPCライフをお届けします

参考価格帯︓30,000円〜100,000円程度



C Series Lenovo 30951AJ　20型

STYLE iiyama17.3型

TX1310M1 FUJITSU PRIMERGY

状態：正面左上隅にヘコミあり
全体的にキズ少。良

Windows10 Home 64bit・AMD E-450＠1.65GHz（2コア)
・HDD-500GB ・メモリ4GB ・DVD-RWドライブ搭載・HDMI搭載
・USB2.0×6 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ

状態：キズ少。美品

WindowsServer2012・Celeron＠2.7GHz（2コア2スレッド)
・HDD-500GB ・メモリ4GBECC ・DVD-ROMドライブ搭載
・USB3.0ｘ2 USB2.0×2 ・GigaLANｘ2
・付属品：キーボード＆マウス

Windows10 Home 64bit・Celeron＠1.6GHz（4コア4スレッド)
・HDD-500GB ・メモリ8GB ・DVD-RWドライブ・HDMI搭載
・USB3.0ｘ2 USB2.0×2 ・GigaLAN ・付属品：ACアダプタ

状態：モニター上面に小キズあり
全体的にキズ少。良

※中古品の為バッテリーは補償対象外となります

価格応相談

価格応相談

価格応相談

※モニターは別売りです

※全品6か月補償付き！
※ご希望の方には超高速SSDへの交換を有償で御請致します

⾼性能PC︕サクサク・快適なPCライフをお届けします

参考価格帯︓30,000円〜100,000円程度



17型　FlexScanS1701

27型　ProLite E2773HS-2

24型　FlexScanS2433W

22型　HP 2209t

価格応相談
状態：前面下部にキズあり

iiyama／ブラック
・HDMI端子×1、DVI-D端子、D-Sub
・チルト調整可
・647x454.5x239 mm

※全品3か月補償付き！

状態：スリキズ多数

HP／ブラック
・D-Subx1、DVIx1
・パン・チルト調整可
・513x419x230.5 mm 

EIZO／ブラック
・HDMI端子×1、DVI-D端子、D-Sub
・チルト調整可
・647x454.5x239 mm

状態：キズ少・良価格応相談

価格応相談

価格応相談

EIZO／ブラック
・D-Subx1、DVIx1
・チルト調整可
・363x382x188 mm

状態：キズ少
ドット抜け1カ所あり

パソコン⽤ディスプレイ



15型　FlexScan L365

28型　LI2821 Wide

17型　F17R31

20型　LP2065

価格応相談
状態：液晶右下にキズあり
使用に問題なし

EIZO／ブラック
・D-Subx1、DVIx1
・チルト調整可
・340x369x157 mm

※全品3か月補償付き！

状態：液晶右下にキズあり
使用に問題なし

NEC／シルバー
・DVIx1
・チルト調整可
・440×389×194mm

Lenovo／ブラック
・D-Sub、HDMIx2、Displayport
・USB-HUB、チルト調整可
・663x459x208 mm

状態：側面と背面にキズあり・良価格応相談

価格応相談

価格応相談

HP／シルバー
・DVIx1
・パン・チルト・高さ調整可
・443x555x220 mm

状態：キズ少
液晶左上隅に直径7mmの色むらあり

パソコン⽤ディスプレイ



15型　FlexScan L367

価格応相談
状態：液晶中央下付近にキズあり
使用に問題なし

EIZO／ブラック
・D-Subx1、DVIx1
・USB-HUB、チルト・高さ調整可
・326x379.5x173 mm

※全品3か月補償付き！

パソコン⽤ディスプレイ
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