
NAGASAKI　UNIVERSITY　平成27年度　新入生向け

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　長崎大学では、2014年度よりノートパソコンの必携化が始まり、様々な授業でノート
パソコンを活用した授業が実践されると伺っています。
　長崎大学生活協同組合では、皆さんの大学生活を応援するため、長崎大学の推奨ス
ペックを満たした大学推奨モデルを提案します。
　これら大学推奨モデルは、4年間の動産保険がセットとなっています。メーカー保証で
保証されないような水濡れや落下なども保証されるようになっており、長期間安心して
ご利用いただけます。
　新たにパソコンを購入される際には、是非、大学推奨モデルをご検討ください。

長崎大学生活協同組合

発行：長崎大学生活協同組合

理事長 香川 明男

大学推奨モデルなら４年保証もあって安心！！

富士通
FMV SH ベース
長崎大学推奨モデル ＦＡＸをご自宅にお持ちでない方は

ＱＲコードでのお申し込みも可能です！
ＦＡＸお申込みと重複でのお申込みがないように
ご注意ください。
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※パソコンの台数には限りがあります。3月27日（金）迄にお申込下さい。

　FAXでお申込の方はこちらからの確認の

　電話にて正式な申込となります。

  （連絡がない場合はお手数ですが生協までご連絡下さい。）

受付No

FAX：095‒845‒5819
パソコン申込書

■個人情報に関する取り扱い この用紙に寄せられた個人情報については、個人情報保護法に基づき厳重に管理いたします。
 この内容に関する連絡以外の用途には使用いたしません。この個人情報を第三者に開示または提供することは一切いたしません。

〈お問い合わせ〉　長崎大学生協　文教店　　095-845－5887 (担当：竹迫）

No

お申込み方法

アドバイザー

サポートセンター会場・FAX

生協使用欄

※下記の太枠内をご記入ください↓

フリガナ 学部・学科・コース

学部

本人様携帯電話番号

ご自宅電話番号

保護者様携帯電話番号

学科

コース

AO・推薦・前期・後期
その他（　　　　 ）

□受験者男  ・  女

お名前（本人）

お名前（保護者）

本人様メールアドレス

〒　　　　－保護者様
ご 住 所

新 住 所

受験区分

受験番号

アパート名・マンション名・部屋号室までご記入ください

〒　　　　－

アパート名・マンション名・部屋号室までご記入ください

注意事項

※パソコンのお受渡しは、すべて配送とさせて頂きます。（講習会はお申込後、ご連絡致します）
※配送期間は3月25日(水)・28日(土)・29日(日)・31日(火)・4月1日(水)・2日(木)・4日(土)・5日(日)の8日間とさせて頂きます。
　配送日はお申込日より中3日以降をお書きください。配達時間帯は午前・午後のいずれかを選択下さい。
※配送先住所は「保護者様ご住所」または「新住所」をお書きください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※新住所への配送希望の方で入居日などが不明な場合は、配送日は一旦、空欄にてお申込み下さい。　　
※配送当日は必ず配送先住所にいてくださるようにお願いいたします。
※万一、お申込期限を過ぎてしまった場合は直接店舗までお問い合わせください。
※開封後の返品は受付いたしかねます。

配送先住所
〒　　　　　－

アパート名・マンション名・部屋号室までご記入ください

お支払いに
関して

振込※ＦＡＸでお申込みの方は振込でのお支払いをお願い致します。

※保護者様住所に払い込み票を送付いたしますので、到着後2週間以内にお振り込み下さい。

現金※サポートセンターご来場者のみご対応致します。

富士通 FMV SH（￥147,500）を購入します

チェック欄

ＦＡＸお申込みと重複でのお申込みがないようにご注意ください。

ＦＡＸをご自宅にお持ちでない方はＱＲコードでのお申し込みも可能です！

配送日

スマートフォン対応

3月25日(水) 3月28日(土) 3月29日(日) 3月31日(火)

4月1日(水) 4月2日(木) 4月4日(土) 4月5日(日)

午　前

午　後

希望日時に
○印を
つけて
ください



FMV SHベース
長崎大学推奨モデル

Office 365 Education について
　パソコンを用いてレポートを作成したり、プレゼンテーションを
行ったりするにはワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーショ
ンソフトを含むオフィススイート（統合パッケージ）が必要となりま
す。代表的なオフィススイートであるMicrosoft Office は、アカデ
ミック版でも市価で30,000円程度します。長崎大学生活協同組合
では、長崎大学と協力して学生の皆さんがより安価にMicrosoft 
Officeを利用できるように、Office365 Pro Plusの年間利用権を
4,320円(平成27年度予定税込価格)で販売します。

Office 365 で利用できるソフトウェア
　Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Lync, 
OneNote

富士通

147,500円
CPU Intel 次期CPU （Core i5 相当）

O  S Windows 8.1 Update 64bit ベース

SSD 128GB　　　　　　　　　　         

液 晶 13.3インチ

重 量　1.57kg 　　　　     

メ モ リ

ドライブ

バッテリー
駆動時間（標準）

長崎大学推奨モデル 在学（4年間サポート）
モデル

バッテリー駆動時間12.7時間で持ち運びに便利！！
初心者の人でも安心な充実機能！！
便利なタッチ機能付き！！

本体価格 137,500円+
動産保険  10,000円+
学内4年間修理・トラブル
受付サポート+衝撃対策用
インナーバック無料進呈

4年間動産保証付き価格（税込8％）

SSDについて
大学推奨モデルではHDDではなくSSDを採用して
います。
SSD特徴①PCを立ち上げる際にHDDより素速く

起動できます。
SSD特徴②ＰＣ本体の発熱が非常に少なく、騒音が

ありません。
SSD特徴③一般的に衝撃・振動に強く、持ち運びが

多い大学生に最適です。

動産保証ってどんな保証？
生協で購入する

と…

メーカー
保証

動産保証

年4

修理代金 約8万円 修理代金 約5万円 修理代金 約10万円
動産保証なら
これらを何度でも無料で修理いたします！！

・  ・

Accident!!
あっ！

えぇっ！?

別売
Office 365
Pro Plus

台数
限定

4GB（オンボード4GB, 空き1）／
最大12GB

最大12.7時間（測定方法：JEITA2）

スーパーマルチドライブ

富士通FMV SHベース 長崎大学推奨モデルスペック表
OS

CPU

メモリ

HDD／SSD

光学ドライブ

標準／最大

画面サイズ／解像度

タッチ対応

有線LAN

無線LAN

Bluetooth

ピッチ／ストローク

外部ディスプレイ

ヘッドフォン・マイク・ライン端子

USB

カメラ

メモリーカード

セキュリティ

バッテリ駆動時間 （JEITA2）

外形寸法　※突起部除く

重量(光学ドライブ搭載時)

Office製品

ウィルス対策

標準

ディスプレイ

通信機能

キーボード

インター
フェース

Windows 8.1Update 64bitベース

Intel次期CPU（Core i5相当）

4GB（オンボード4GB,空き1）/12GB

128GB-SSD

スーパーマルチドライブ【着脱式】

13.3W WQHD IGZOパネル

タッチあり（グレア液晶）

1000BASE-T

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

○

1.2mmストローク/19mmピッチ【サイドカラー】

HDMI出力×1、RGB出力×1

Φ3.5mm Combo Jack

3ポート【USB3.0×3】電源オフUSB充電機能付き

HD

SDカード （UHS-II対応）

指紋センサー、HDDプロテクション

約12.7時間

319×215x13.6-19.8mm （突起部：<28.85mm）

1.57kg 

別途購入(Office 365 ProPlus )

OSに付属(Windows Defender)

大学生に多い水濡れ・破損・衝撃など購入者本人の過失がある
場合の故障にも対応する保証の事です。一般の家電量販店で
PCを購入するとメーカー保証というものが付いていきます。こ
の保証は決まった期間内に自然に故障してしまった（メーカーに
過失がある）場合は無料で保証してくれるものですが、購入者本
人に過失がある場合は、有償の修理となってしまいます。

動産保証はなぜ必要？

大学生活では、ＰＣを持ち運ぶ頻度が格段に増えます。中には、毎日のように
大学にPCを持ってきている学生もいます。つまり、故障しやすい場面もそれ
だけたくさん増えてしまいます。実際に去年１年間で300件近い、修理・トラ
ブル相談が生協のサポートカウンターにて受け付けています。

大学生活では ＰＣを持ち運ぶ頻度が格段に増えます 中には 毎日のように

修理・トラブルはなんと年間約300件！！

本当にどんな状態でも無料で修理してくれるのですか？Q
修理金額がPC本体価格に満たない場合であれば４年間何回でも無料で
修理致します。
万一、PCが修理不能の場合（この状態を全損と呼びます）は、全損時保証
として本体価格から３万円差し引いた金額を保証上限金額として、新たな
PCをご提案致します。
例：本体価格14万のPＣが全損の場合は、11万を保証上限金額とします。
新しいPCを13万円で購入する場合は、2万円手出しすれば購入できます。

A

自然
故障 破損 水濡れ 盗難 一事故毎

自動復元
全損時
免責

全損時
再加入

ACアダプタ
保証

全損扱い 3万円 可能動産保証内
容

※置き忘れや紛失は保証対象外となります。


