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法人様向け
法人様向け卸売り
卸売りパソコンのご
パソコンのご案内
のご案内
■デスクトップパソコン■
デスクトップパソコン■
マルチメディアプラン+
マルチメディアプラン+Windows７
Windows７

DVDコンボドライブ
DVDコンボドライブ搭載
コンボドライブ搭載モデル
搭載モデル

CPU:
CPU:Pen4
Pen4他2.0GHｚ
GHｚ以上 メモリ：
メモリ：1GB HDD：
HDD：40GB
40GB～
GB～ DVDDVD-ROM以上
ROM以上 15インチ
15インチ液晶
インチ液晶モニタ
液晶モニタ
※MRR Windows７
Windows７ ＨｏｍｅＰｒｅｍｉｕｍ

ハイスペック+
ハイスペック+Windows７
Windows７

DVDコンボドライブ
DVDコンボドライブ搭載
コンボドライブ搭載モデル
搭載モデル

CPU:
CPU:Ｃｏｒｅ、Celeron
Ｃｏｒｅ、Celeron系
Celeron系～ メモリ：
メモリ：1GB HDD：
HDD：40GB
40GB～
GB～ DVDDVD-ROM以上
ROM以上 17インチ
17インチ液晶
インチ液晶モニタ
液晶モニタ
※MRR Windows７
Windows７ ＨｏｍｅＰｒｅｍｉｕｍ

■ノートパソコン■
ノートパソコン■
マルチメディアプラン+
マルチメディアプラン+Windows７
Windows７

DVDコンボドライブ
DVDコンボドライブ搭載
コンボドライブ搭載モデル
搭載モデル

CPU:
CPU:PenM・
PenM・CelM1
CelM1.4GHｚ
GHｚ以上 メモリ：
メモリ：1GB HDD：
HDD：40GB
40GB～
GB～ DVDDVD-ROM以上
ROM以上 14インチ
14インチ液晶
インチ液晶～
液晶～
※MRR Windows７
Windows７ ＨｏｍｅＰｒｅｍｉｕｍ

ハイスペック+
ハイスペック+Windows７
Windows７

DVDコンボドライブ
DVDコンボドライブ搭載
コンボドライブ搭載モデル
搭載モデル

CPU:
CPU:Ｃｏｒｅ、Celeron
Ｃｏｒｅ、Celeron系
Celeron系～ メモリ：
メモリ：1GB HDD：
HDD：40GB
40GB～
GB～ DVDDVD-ROM以上
ROM以上 14インチ
14インチ液晶
インチ液晶～
液晶～
※MRR Windows７
Windows７ ＨｏｍｅＰｒｅｍｉｕｍ

光学ドライブオプション
光学ドライブオプション
マルチドライブに
マルチドライブに変更

LANケーブル
LANケーブル
5ｍ

メモリ増設
メモリ増設オプション
増設オプション
512MB
1GB

※メーカー・
メーカー・機種・
機種・タイプのご
タイプのご指定
のご指定はお
指定はお承
はお承りかねますのでご了承下
りかねますのでご了承下さい
了承下さい。
さい。
※デスクトップパソコンは
デスクトップパソコンは、セパレートタイプ又
セパレートタイプ又は、15インチ
15インチ液晶
インチ液晶モニター
液晶モニター一体型
モニター一体型になります
一体型になります。
になります。
※AMD製
※AMD製CPUにつきましては
CPUにつきましては、
につきましては、モデルナンバーを
モデルナンバーをクロック周波数
クロック周波数としております
周波数としております。
としております。
※PentiumM/
※PentiumM/CeleronMにつきましては
CeleronMにつきましては、
につきましては、表示の
表示のクロック周波数
クロック周波数から
周波数から1
から1.5倍で計算しております
計算しております。
しております。
例）CeleronM 1400MH
1400MHｚ
MHｚのノートパソコンの
ノートパソコンの場合→
場合→1400×
1400×1.5＝2100

※MRR Windows7
Windows7 HomePremiumにつきましてはこちら
HomePremiumにつきましてはこちら
http://www.microsoft.com/refurbishedpcs/ja/RRP.aspx
MRR Windows7
Windows7をｲﾝｽﾄｰﾙされた
ｲﾝｽﾄｰﾙされたPC
されたPCにつきましては
PCにつきましては、
につきましては、Microsoftﾗｲｾﾝｽｷｰ
Microsoftﾗｲｾﾝｽｷｰが
ﾗｲｾﾝｽｷｰが記載されました
記載されました
Microsoft REGISTEREDシート
REGISTEREDシートと
シートと、ﾗｲｾﾝｽｼｰﾙ（
ﾗｲｾﾝｽｼｰﾙ（COAｼｰﾙ
COAｼｰﾙ）
ｼｰﾙ）が2枚（XP又
XP又は、Vistaと
VistaとWin7
Win7）
ｲﾝｽﾄｰﾙ用
ｲﾝｽﾄｰﾙ用DVDﾒﾃ
DVDﾒﾃﾞ
ﾒﾃﾞｨｱの
ｨｱの3点がｾｯﾄで
ｾｯﾄで付属します
付属します。
します。
Microsoft REGISTEREDシート
REGISTEREDシートや
シートやDVDを
DVDを紛失されたり
紛失されたり、
されたり、ﾗｲｾﾝｽｼｰﾙを
ﾗｲｾﾝｽｼｰﾙを剥がされますと、
がされますと、再認証
出来なくなります
出来なくなります。
なくなります。

ご注文方法・
注文方法・発送・
発送・保障について
保障について
■ご注文について
＜メールでのご注文＞
・卸売パソコンの注文書（エクセルファイル）をご用意しております。
・弊社メールアドレスまで下記①～④の必要事項をご記入の上ご連絡ください。
①業者様名 ②担当者様名 ③ご住所 ④お電話番号
送信先 order@pclife-net.com
・業者様用のご注文書を添付してご案内をお送りさせて頂きます。
＜FAXでのご注文＞
・同封のFAX注文書をコピーしてお使いください。
FAX番号→072-425-1664
※FAXでのご注文の場合は、注文受付日の翌営業日の発送となります。
※お急ぎのご注文の場合は、メールにてご注文をお願いいたします。
※業務スムーズ化の観点により、メールとFAX共に着連絡は行っておりません。
※ご注文後の連絡は、発送時の荷物番号のみとなっておりますのでご了承ください。
■発送について
・午前中（12時まで）に入金いただきましたご注文分は当日に発送いたします。
送料：1,200円 （北海道・沖縄は1,600円）
代引き手数料：600円
■保障について
保障期間は商品到着後、１ヶ月となります。
下記の項目につきましては保障対象外になりますので必ずご確認ください。
・中古商品の性質上、外観の経年劣化やキズ、汚れなど使用感がございます。
・中古商品となりますので、付属品は記載品のみとなります。
・お客様の誤った使用方法や過失による障害
・周辺機器やソフトウェアなどの相性による不具合
・部品交換や改造をお客様にて行った場合
・ノートパソコンのバッテリーや内蔵電池（BIOS保持用）などの消耗品
・液晶画面の小キズ、ドット抜けや経年劣化によるシミ、光度ムラ
・ゴム足、PCカードスロットカバー等、動作に問題のない欠損
・ドライブや内蔵FANなどの動作音
・HDDは消耗品となり、クラスタチェックは行っておりません。
・光学ドライブのベゼルの色や形状が異なる場合がございます。
・画像（ＨＰなど）はイメージとなり、実際の商品と外観などが異なる場合がございます。

■サポートについて
弊社でのサポートにつきましては、商品の故障・不具合に関する内容に対応させて頂いております。
※使用方法（パソコンの使い方やインターネット接続等）はサポートしておりませのでご了承ください。
電話サポート：0120-958-033
平日10：00～18：00（土日祝・弊社指定休業日を除く）

会社概要
会社名

株式会社PC LIFE (ピーシーライフ)

所在地

本社

設立

２００８年 ４月

事業内容

中古パソコン販売
使用済みパソコンのリユースとリサイクル支援
インターネット回線取次ぎ

許認可番号

古物商許可 大阪府公安委員会 第６２２２３２００５１９２号

年商

２００７年度
２００８年度
２００９年度
２０１０年度

資本金

３，０００，０００円

取引銀行

楽天銀行

ホームページ

http://b2b.pclife-net.com/

大阪府岸和田市八田町２８４-１

実績
実績
実績
実績

１２０，０００，０００円（個人事業時）
２６６，０００，０００円
３８３，０００，０００円
４６８，０００，０００円

大阪信用金庫

事業案内
■中古パソコン販売■
リースアップ品の回収業者との契約による中古パソコンを大量に仕入れ、点検と
清掃を施したリフレッシュパソコンを安価でご提供させて頂いております。
常時数千台の豊富な在庫を確保し、法人様向けにまとまった台数での卸価格販売を
行っております。
■パソコンのリユースやリサイクル■
お客様の（企業・官公庁 等）の不要になったOA機器の買取と、リサイクル処理
手続きのお手伝いを致します。
収集運搬業者、産業廃棄物収集運搬、中間処理業者、廃棄処理業者
との処理委託契約締結や産業廃棄物管理票（マニュフェスト伝票）発行の
お手伝いを致しております。
磁場発生装置により記録磁気を完全に消去し、記録データの流出を完全に防ぎます。
※弊社では収集業務や処理業務を直接は行っておりません。
■インターネット回線取次■
NTT光回線取次ぎ業務にて、ご契約いただきましたお客様に、よりハイスペックな
パソコンをご提供する事により好評いただいております。

