
(http://iosys.co.jp)

店舗情報(/pages/shop)  ご利用ガイド(/pages/faq)  お問い合わせ(/pages/contact)

(/pages/faq)サポート 
(/cgi-bin

/cart/cart.cgi)
0 カート

 Home(/) » タブレット(./list.php?BG=04) » Windows搭載(./list.php?BG=04&SG=03) » FUJITSU 【Refreshed PC】STYLISTIC Q702/G

スマホ ガラケー モバイルルーター タブレット SIMフリー ノートパソコン デスクトップ&モニタ スマホ周辺 パソコン周辺 その他

(/pages/faq/1474.html)

 付属品

中古Bランク 

当社１ヶ月間保証

 twitter(http://twitter.com/share) 0

【Refreshed PC】STYLISTIC Q702/G

※画像はイメージです。

(/pages/about)

(/cgi-bin/zaiko_list/list.php?BG=PC) (/cgi-bin/zaiko_list/list.php?BG=MOBILE)

【Refreshed PC】STYLISTI

C Q702/G

FUJITSU

29,800
在庫個数134 個

1 個

+ 検討中の商品に加える

(/page/kai-kaeru/)

中古Bランク 

当社１ヶ月間保証 (/pa
ges/faq/1447.html)

¥  (税込)

+ 検討中の商品
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保証 当社１ヶ月間保証

月間150万人が利用する老舗メディアサイトに当商品が紹介さ
れました！

ペン入力もOK!Core i5搭載の富士通タブレットが税込29,800円

記事はこちら(http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find
/1035674.html)

ACアダプタ / HDDリカバリ(MAR) /スタイラスペン

商品情報詳細

CPU Core

i5-3427U(1.80GHz)
メモリ

4GB

SSD 64GB

ドライブ 別途必要

モニタ 11.6型HD(1366×768)

通信 W-LAN(b,g,n) / Bluetooth

外部端子 USB3.0x1,USB2.0x1

その他 Webカメラ

OS Windows 10 Pro(64bit)

商品番号 112649（お問い合わせの際にお伝えください）

メーカー FUJITSU

商品名 【Refreshed PC】STYLISTIC Q702/G

保証 当社１ヶ月間保証

商品ランク 中古Bランク 

商品保証について (/pages
/faq/1447.html)

+ 検討中の商品
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タブレット(./list.php?BG=04) apple製品(./list.php?BG=04&SG=01) Android(./list.php?BG=04&SG=02)

Windows搭載(./list.php?BG=04&SG=03) その他タブレット端末(./list.php?BG=04&SG=99)

なんば店(/pages/shop#nanba) / 17 個 日本橋４丁目店(/pages/shop#nippon 4) / 12 個

名古屋大須店(/pages/shop#osu) / 30 個

アキバ路地裏店(/pages/shop#rojiura) / 16 個 アキバ中央通店(/pages/shop#chuo) / 35 個

アキバ中央通ヨコ店(/pages/shop#kaitori) / 8 個 ビートオン秋葉原店(/pages/shop#beat-on) / 28 個

ジャンル（大） タブレット(./list.php?BG=04)

ジャンル（小） Windows搭載(./list.php?BG=04&SG=03)

店頭在庫

大阪店舗

名古屋店

東京店舗

 タブレット 人気ランキング

 Windows搭載 人気ランキング

 最近見た商品

Huawei

MediaPad 7 Youth (S7-

701wa) 4GB White Ba

ck/Black Panel中古Bランク

¥ 3,980
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=86358&C=R1)

1

Apple

iPad Air2 Wi-Fi (MGL1

2J/A) 16GB スペースグ

中古Bランク

¥ 29,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=87718&C=R2)

2

Apple

iPad mini2 Retina Wi-F

i (ME276J/A) 16GB ス

中古Bランク

¥ 17,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=70972&C=R3)

3

ASUS

【再生品】ASUS ZenPa

d 7.0 Z370C-BK16 ブラ

中古Bランク

¥ 9,980
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=99249&C=R4)

4

Lenovo

YOGA Tab 3 8 YT3-85

0F (ZA090019JP) Slat

e Black中古Cランク

¥ 9,980
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=113432&C=R5)

5

FUJITSU

STYLISTIC Q702/F 【C

orei5/4GB/SSD64GB/

Win8pro中古Bランク

¥ 19,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=109692&C=R1)

1

FUJITSU

【Refreshed PC】STYLI

STIC Q702/G

中古Bランク

¥ 29,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=112649&C=R2)

2

ASUS

【再生品】 TransBook T

100HA-FU029T メタル

Atom/4GB/64G中古Bランク

¥ 26,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=112918&C=R3)

3

MICROSOFT

Surface 2 64GB P4W-

00012

中古Aランク

¥ 27,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=112750&C=R4)

4

MICROSOFT

Surface Pro 4 SU3-00

014

中古Aランク

¥ 79,800
(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=109003&C=R5)

5

+ 検討中の商品
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商品ランク

この商品は 中古Bランク です。

特に目立つ傷などがない中古品となりますが、経年劣化に該当する使用感が見られる商

品になります。

商品ランクについて

新品 通電、動作されていない未開封品となります。

未使用品 使用されていない開封済み商品となりますが、携帯電話、スマー

トフォン、モバイルルーターに限り動作確認のため通電を行ってお

ります。

中古Aランク 使用感の少ない中古品になります。傷などが少ないため中古商

品の中では美品となっております。

中古Bランク 特に目立つ傷などがない中古品となりますが、経年劣化に該当

する使用感が見られる商品になります。

中古Cランク 経年劣化に該当しない目立つ傷、ひび割れ、付帯パーツの劣化

または欠品などの状態が見られる商品になります。見た目や状態

の綺麗さを気にされる方はご注意ください。

商品ランクについて詳しく (/pages/faq/165.html)

中古品

FUJITSU

【Refreshed PC】STYLISTIC Q

702/G

(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=112649&C=H)

(/cgi-bin/zaiko_list

/item.php?GN=112649&C=H)
タブレット

新品　未使用品

中古品

+ 検討中の商品
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Aランク (優良品)

綺麗なものが良い！状態の良い

ランクです

詳細を見る

Bランク (通常品)

当店の通常品！目立つ傷のない

商品です

詳細を見る

Cランク (傷有り品)

とにかく安く！見た目は気にしな

い方向け

詳細を見る

未使用

動作チェックをしたのみ！使用して

いない新品同様です

詳細を見る

保証について(/pages/faq

/question/support)

白ロムの保証について

(/pages/faq/1443.html)

経年劣化について(/pages

/faq/201.html)

商品の発送について

(/pages/faq/1474.html)

中古品ならではの低価格。

中古品のため消耗品であるバッテリに関しては保証対象外になります。

未使用品

(http://k-tai-iosys.com)

お支払い方法

クレジットカード

商品の発送

当店の通販在庫は実店舗(/pages/shop)

との共有のため在庫確保後の発送となり

ます。

お支払い方法によっては発送日時が異な

配送

+ 検討中の商品
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各種ご利用可能カード

ご注文完了後ヤマトWebコレクトにて決済

手続きが必要になります。

代金引換

商品代金に応じ手数料が掛かります。

商品代金が30,000未満の場合 +500円

30,000以上の場合 +1,000円

銀行振込（前払い）

郵便振替（前払い）

お振り込みの手数料はお客様のご負担と

なります。

詳細は下記をご確認くださいませ。

お支払い方法について(/pages/f

る場合がございます。

また、当日発送には条件がございます。

当日発送の条件や、より詳しい内容は商

品の発送について(/pages/faq/1474.html)

をご確認ください。

商品の発送について(/pages/faq

クレジットカード

決済が確認出来次第の発送

代金引換

即日発送

銀行振込

郵便振替

ご入金確認出来次第の発送

当日発送には条件がございます。当日

発送の条件や、より詳しい内容は商品の

発送について(/pages/faq/1474.html)をご

確認ください。

送料は個口数が増えても500円です。

ヤマト運輸でお届けします。下記の時間帯

にてご指定が可能です。

お届け指定日についてはご注文日より１

週間までとなります。

ご注文商品、発送先地域、その他発送事

故などの要因によりご希望に沿えない場

合もございます。

コンビニ受け取りサービスは行っており

ません。留め置きの指定はヤマト運輸営

業所、配送センターのみです。ご注文時に

備考欄へ「営業所名、営業所住所、セン

ターコード」を記入して下さい。

ヤマト運輸 営業所検索(http://…

…

…

安心のパソコン3ヶ月保証※

イオシスの中古パソコンは徹底した動作チェックやクリーニング

(/pages/faq/1469.html)をおこなっておりますが万一商品に不良等、

問題があった場合はご連絡ください。

修理・交換、もしくは返金でのご対応をさせていただきます。

より詳しい保証内容や保証対象外項目に関しては下記をご確認くだ

さい。

商品保証について(パソコン)(/pages/faq/1445.html)

※中古Cランクの場合の保証期間は1ヶ月。中古ランクの説明に関し

ては「商品ランクとは？(/pages/faq/165.html)」をご確認ください

充実な白ロムの保証

ネットワーク利用制限は永久保証

ネットワーク利用制限(通信規制、赤ロム)となった場合は、保証期間

の有無に関わらず保証対象とさせていただきます。

その他動作不良時は保証期間内の場合は修理・交換、もしくは返金

でのご対応になります。

より詳しい保証内容や保証対象外項目に関しては下記をご確認くだ

さい。

商品保証について（スマートフォン・携帯電話・タブレット…

イオシスについて(/pages/about)

イオシスは中古パソコンや白ロムの販売・買取をお

こなっています。

イオシスを選ぶ「8つの安心ポイント」(/pages

/about)

 パソコン専用ページ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=PC)

 スペック検索をする(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=PC#search-field)

 白ロム専用ページ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=MOBILE)

 スマートフォン(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=01)

カテゴリから商品を探す

 このページの先頭へ戻る

+ 検討中の商品
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イオシスの中古パソコンについて(/pages/faq

/1469.html)

そもそも白ロムって?(/pages/shirorom)

店舗情報(/pages/shop)

会社概要(/pages/company)

買取はこちら(http://k-tai-iosys.com/)

ご利用ガイド(/pages/faq)

保証やご利用について(/pages/faq)

保証概要(/pages/faq/question/support)

ご注文について(/pages/faq/question

/order)

・ 商品の発送について(/pages/faq

/1474.html)

よくある質問(/pages/faq/question/faq)

・ 商品の見た目ってどう？(/pages/faq

/161.html)

・ 商品ランクとは?(/pages/faq/165.html)

・ 海外から対応できますか？(/pages/faq

/1209.html)

・ ページ上の在庫数について(/pages/faq

/1476.html)

・ 弊社を装う偽サイトについて(/pages

/faq/1613.html)

プライバシーポリシー(/pages/faq/1462.html)

特商法に基づく表記(/pages/faq/1450.html)

 お問い合わせ(/pages/contact)

 ノートパソコン(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=07)

・ スタンダードノート(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=07&SG=01)

・ モバイルノート(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=07&SG=02)

・ Apple製ノートパソコン(/cgi-bin

/zaiko_list/list.php?BG=07&SG=03)

 デスクトップパソコン(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=08)

・ デスクトップタイプ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=07&SG=01)

・ タワー型タイプ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=07&SG=02)

・ Apple製デスクトップ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=07&SG=05)

 モニタ(/cgi-bin/zaiko_list/list.php?BG=09)

 ソフト(/cgi-bin/zaiko_list/list.php?BG=10)

 パソコン周辺機器(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=12)

 パソコン内蔵用パーツ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=11)

・ docomo(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=01&SG=01)

・ au(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=01&SG=02)

・ softbank(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=01&SG=03)

・ Willcom(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=01&SG=04)

・ EMOBILE(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=01&SG=05)

 ケータイ(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=02)

・ docomo(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=02&SG=01)

・ au(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=02&SG=02)

・ softbank(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=02&SG=03)

・ Willcom(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=02&SG=04)

・ EMOBILE(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=02&SG=05)

 モバイルルーター(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=03)

 タブレット(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=04)

 SIMフリー端末(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=05)

 スマホ・タブレット周辺機器(/cgi-bin

/zaiko_list/list.php?BG=06)

 メモリーカード・メディア(/cgi-bin

/zaiko_list/list.php?BG=13)

 カメラ(/cgi-bin/zaiko_list/list.php?BG=14)

 オーディオ製品(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=15)

 家電・バラエティー製品(/cgi-bin/zaiko_list

/list.php?BG=16)

ご利用ガイド(/pages/faq) 店舗情報(/pages/shop) 保証規約・製品サポート(/pages/faq/question/support) プライバシーポリシー(/pages/faq/1462.html)

会社概要(/pages/company) 特商法に基づく表記(/pages/faq/1450.html) お問い合わせ(/pages/contact)

株式会社イオシス copyright© IOSYS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(/ceo-room/) (https://twitter.com/iosys_websales)

(https://www.facebook.com/iosysweb)

通販お問い合わせ・ご注文ダイヤル 06-6631-6695
※通常営業日:月～金 10:00～18:00 土:10:00～13:00 | サポート窓口:月～金 :

イオシス買取(https://k-tai-iosys.com) スタッフ募集中(/pages/staff) アフィリエイト始めました。(/pages/infomation/2013/06/26/306.html)

その他リンク :

+ 検討中の商品
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