
NAGASAKI　UNIVERSITY　平成29年度　新入生向け

❶長崎大学が定める必携パソコンの基本仕様をクリアしたモデルを選定しています。

❷自分の過失によるパソコントラブル（破損、落下、水濡れ）をサポートする、安心かつ充実の４年間
保証が付いたモデルです。※詳細３P

❸長崎大学のパソコンセットアップマニュアルに準じた「初期セットアップ説明会」に無料でご参加頂
けます。

発行：長崎大学生活協同組合

長崎大学仕様モデルについて

富士通
FMV SH ベース
長崎大学仕様モデル

Microsoft
Surface Pro4
長崎大学仕様モデル

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！

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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ＦＭＶ  ＳＨベース
長崎大学仕様モデル

富士通

円（税込）

長崎大学仕様モデル 在学（4年間サポート）
モデル

４年間を見据えた高性能の万能型モデル！
持ち運びが多い大学生活のための充実した４年間動産保証！！

４年間動産保証付き価格
長崎大学仕様モデル（富士通）

お奨めポイント
1 充実の保証内容です。（修理代金がパソコン
本体価格を超えない限り、４年間何回でも無
料で修理致します）※詳細は３P

2 大学生がよく利用する DVD ドライブやプレ
ゼンテーションを行う際に必要なプロジェク
ターとつなぐための端子が本体に内蔵されて
います。

長崎大学仕様モデル（Surface）
お奨めポイント

1 本体重量約 766g、タイプカバー込でも約
1.08kg と軽量のモデルの為、持ち運びの
多い大学生活に大変便利です。

2 付属のタッチペンを活用すればデジタル
データで配布された講義資料に直接書き込
みが出来ます。

ＤＶＤ
ドライブ
付き

初期
セットアップ
説明会用
USBメモリ
付き

プロジェクター
出力端子
付き

Surface Pro4
長崎大学仕様モデル

Microsoft

（タイプカバー付き）※タイプカバーの色は黒のみとなります。

本体＋タイプカバー付価格 112,500円
Surface4年間動産保証 24,000円

長崎大学仕様モデル 在学（4年間サポート）
モデル

軽くてスリム！タブレットにもＰＣにも！！
持ち運びやすさ、手軽さを一番に考える方へ！

販売価格

タイプカバー
（キーボード）

付き

初期
セットアップ
説明会用
USBメモリ
付き

専用ペン
付き

富士通FMV SHベース 長崎大学仕様モデルスペック表
シリーズ名

画面（タッチパネル機能）

カラー

LCDサイズと解像度

CPU

メインメモリ

大容量記憶装置

補助記憶装置1

入出力装置

メモリーカードスロット

USBポート

Bluetooth

他インターフェース

通信1 有線LAN

通信2 無線LAN

バッテリータイプ

バッテリ駆動時間 （JEITA2）

本体重量

OS

Microsoft Office

ウイルス対策ソフト

SHシリーズ

タッチあり

白

13.3W/ 2560x1440（WQHD) 

Core i5 7200U（2.5GHz）

4GB×1（空×1）DDR4

SSD 128GB

DVDスーパーマルチドライブ

Φ3.5mm Combo Jack

（ステレオヘッドフォン出力・マイク入力）

SDカードスロット（SDXC対応）

USB3.0x(３)=合計３ポート

＊うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き

v4.1＋HS準拠

HDMI端子、RGB端子、Webカメラ(HD)搭載

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

IEEE802.11ac/a/b/g/n

リチウムイオン

約14時間

約1.49kg

Windows10 home

在学期間中、大学よりOffice365を無償提供

OSに付属（Windows Defender）

Microsoft Surface Pro 4 長崎大学仕様モデルスペック表
シリーズ名

画面（タッチパネル機能）

カラー

LCDサイズと解像度

CPU

メインメモリ

大容量記憶装置

補助記憶装置1

入出力装置

メモリーカードスロット

USBポート

Bluetooth

他インターフェース

通信1 有線LAN

通信2 無線LAN

バッテリータイプ

バッテリ駆動時間 （JEITA2）

本体重量

OS

Microsoft Office

ウイルス対策ソフト

Surface Pro4

タッチあり

シルバー

12.3型　2736×1824

Core TM  m3

4GB

SSD128GB

DVDドライブなし

ヘッドセット端子（ステレオミニジャック）

microSDカードスロット

USB3.0×1

4.0

ミニディスプレイポート 、webカメラ搭載

なし

802.11ac/802.11a/b/g/n

リチウムイオン

約9時間

約766g（タイプカバー込約1.08kg）

Windows 10 pro

在学期間中、大学よりOffice365を無償提供

OSに付属（windows Defender）

CPU Core i5 7200U(2.5GHz)

O  S Windows 10 Home

S SD  128GB

液 晶 13.3インチ

重 量　約1.49kg 　　　　     

メ モ リ

ド ラ イ ブ

バッテリー
駆動時間（標準）

4GB×1（空×1）DDR4

約14時間

DVDスーパマルチドライブ

CPU CoreTM M3

O  S Windows 10 Pro

S SD  128GB

液 晶 12.3インチ

重 量　766ｇ 　　　　     

メ モ リ

ド ラ イ ブ

バッテリー
駆動時間（標準）

4GB

約9時間

なし

円（税込）

富士通４年間動産保証とは？？（詳細は３P）
破損、落下、水濡れなど自分の過失でパソコンを壊してしまった
場合でも、修理代金がパソコン本体価格を超えない限り、4年間
何回でも無料で修理を行う保証のことです。
また、万一、修理不能の場合や修理代金がパソコン本体価格を超
えた場合は、約３万円手出し頂ければ同等の性能のパソコンを新
たに生協よりご提案致します。

ご購入特典
長崎大学のPCセットアップマニュアルに準じた「初期セットアップ
説明会」に無料で参加できます。

ご購入特典
長崎大学のPCセットアップマニュアルに準じた「初期セットアップ
説明会」に無料で参加できます。

Surface4年間動産保証とは？（無料交換保証）
破損、落下、水濡れなど自分の過失で本体を壊してしまった場合
でも無料で交換できる保証です。保証の対象は、本体とタイプカ
バーです。保証期間は4年間ですが、交換の回数は本体、タイプ
カバーともに1年間に1回までとなります。
（年に1回までですので4年間、最大で4回までとなります）

タイプカバー込　約1.08kg

台数
限定

台数
限定
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富士通４年間動産保証とは？？（詳細は３P）
破損、落下、水濡れなど自分の過失でパソコンを壊してしまった
場合でも、修理代金がパソコン本体価格を超えない限り、4年間
何回でも無料で修理を行う保証のことです。
また、万一、修理不能の場合や修理代金がパソコン本体価格を超
えた場合は、約３万円手出し頂ければ同等の性能のパソコンを新
たに生協よりご提案致します。

ご購入特典
長崎大学のPCセットアップマニュアルに準じた「初期セットアップ
説明会」に無料で参加できます。

ご購入特典
長崎大学のPCセットアップマニュアルに準じた「初期セットアップ
説明会」に無料で参加できます。

Surface4年間動産保証とは？（無料交換保証）
破損、落下、水濡れなど自分の過失で本体を壊してしまった場合
でも無料で交換できる保証です。保証の対象は、本体とタイプカ
バーです。保証期間は4年間ですが、交換の回数は本体、タイプ
カバーともに1年間に1回までとなります。
（年に1回までですので4年間、最大で4回までとなります）

タイプカバー込　約1.08kg

台数
限定

台数
限定

2 



各機種の４年間動産保証について
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

長崎大学仕様モデルの動産保証なら

これらの場合でもしっかりサポート致します！！
・・・・

Accident!!
あっ！

えぇっ！?

❶修理金額がパソコン本体価格を超えない限り４年間何回でも無料で修理致します。
❷修理不能、盗難、修理金額がパソコン本体価格を上回った場合等(この状態を
全損と呼びます)は、約３万円手出し頂ければ同等の性能のPCを新たに生協
がご提案致します。※新たにご提案するPCには動産保証は引き継げません。
❸保証の対象は、本体とACアダプターです。

❶修理金額がパ 本体価格を超えな 限り４年

富士通FMVSHベース

❶故障時は修理ではなく全て交換となります。（修理は致しません）
❷交換保証の対象は、本体とタイプカバーです。
❸交換保証は年に１回までとなります。４年間で最大４回交換無料です。
❹交換品は、メーカー再生品になる可能性があります。また、機種本体及びタイプカバーが
生産終了した場合など交換が不可能な場合、同等の性能の機種及びタイプカバーとの交
換となります。
※再生品とは、一度使用した商品で返品されたもの等を清掃・部品交換・精密検査を再度行ったものとなります。

❶故障時は修理ではなく全て交換となります（修理は致し

Microsoft Surface Pro4

富士通 FMV SH

Surface pro4
保証内容
簡易比較表 

※紛失・置き忘れ及び紛失・置き忘れに伴う盗難は保証対象外となります。
※保証内容詳細は、３P中段の各機種の４年間動産保証についての項目でご確認ください。

故障時サービス
原則修理
（４年間 )
交換のみ

（年に１回まで）

４年間

４年間

自然故障保証期間 破損 水濡れ 盗難

※全損扱い

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年間で約
340件の修理を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 毎日のように大学にPCを持 てきている

長崎大学生協での修理・トラブル受付件数はなんと年間約340件！！
在学4年間！サポートカウンター

困った時の学内窓口!!
こちらが生協店舗内サポートカウンター（文教キャンパス）
です。学内にありますので、講義の合間や休み時間など空
いている時間にご利用できます。

サポートカウンター
で対応しています！！

お客様
サポート
カウンター

修理に出す

代替機を貸出

すぐに修理できる場合

その場で即時対応！！

修理に時間がかかる場合

代替機の貸し出し！！

サ
ポ
ー
ト
カ
ウ
ン
タ
ー

文具

弁当

パン

レ
ジ

レ
ジ

レ
ジ

飲
料
売
り
場

陳
列
棚

陳
列
棚

陳
列
棚

食堂 学生プラザ

すべて

代替機の
無料貸し出しは
生協でパソコンを
購入された方
限定となります。

生協文教店

１F

①故障した時の修理
②代替機の無料貸し出し

※貸出機は数に限りがございます
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棚
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棚
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↓ご希望の商品に○をつけてください。

パソコン申込書　書き方例

キ
リ
ト
リ

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。

よくある質問例

長崎大学仕様モデルには
ワードやエクセルは搭載さ
れていないのですか？

Q A 長崎大学に在学期間中は長崎大学より Office 365 ProPlusというソフト が無償提供
される予定です。このソフトをインストールすることでWord2016、Excel2016、 
PowerPoint2016、 Outlook 2016等が使用できます。ご安心ください。

初期セットアップ説明会に
は、長崎大学生協パソコン
を購入しないと参加できな
いのですか？

Q A

パソコンの受け取り方法を
教えてください。Q A 初期セットアップ説明会の会場にてお渡し致します。万一、初期セットアップ説明会に

参加されない場合は、個別ご相談させて頂きます。

長崎大学生協でパソコンを購入されない場合でも参加は可能ですが、有料となります。
専用の申込書に必要事項を記入してお申込みください。

※パソコンの台数には限りがあります。3月24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

お名前（本人）

お名前（保護者）

〒　　　　－保護者様
ご 住 所

受験区分

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。

↓ご希望の商品に○をつけてください。

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！

スマートフォン対応

富士通 FMV SH
パソコン　￥139,980 Microsoft

Surface Pro4
パソコン　￥136,500

AOⅠ　推薦Ⅰ　AOⅡ
推薦Ⅱ　社会人
前期　後期

その他（　　　　）

※長崎大学生協でパソコンをご購入された方は、初期セットアップ説明会の参加費は無料となります。
※初期セットアップ説明会の会場にてパソコンはお渡し致します。
※教室のスペースの関係上、ご本人様のみの参加をよろしくお願いします。
※４/１～ 4/2 は自宅外生のみ対象です。
※開封後の返品は受付致しかねます。
※開催する全ての説明会に定員がございます。事前にご予約頂いた方を優先します。
※説明会参加日はパソコンのお申込みの日から２日後以降の説明会の日程を選択してください。
※参加を希望しない（ご自分でセットアップを行う）方は、不参加に○をつけてください。パソコンのお渡し方法は別途ご相談させて頂きます。

当日スタッフが学内にて誘導致します。開始 10分前を目途にご来場ください。

初
期
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
説
明
会

3月25日(土) 9時 13時 16時

3月26日(日) 9時 13時 16時

3月27日(月) 13時 16時

3月30日(木) 13時 16時

3月31日(金) 13時 16時

4月1日(土) 8時半 11時半 14時半 17時半

セットアップ説明会不参加

4月2日(日) 8時半 11時半 14時半 17時半

希望の日時に○をつけてください。

会  場 長崎大学　文教キャンパス　ICT基盤センター (予定 )　

父  ・  母

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。
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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
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※参加を希望しない（ご自分でセットアップを行う）方は、不参加に○をつけてください。パソコンのお渡し方法は別途ご相談させて頂きます。

当日スタッフが学内にて誘導致します。開始 10分前を目途にご来場ください。
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NAGASAKI　UNIVERSITY　平成29年度　新入生向け

❶長崎大学が定める必携パソコンの基本仕様をクリアしたモデルを選定しています。

❷自分の過失によるパソコントラブル（破損、落下、水濡れ）をサポートする、安心かつ充実の４年間
保証が付いたモデルです。※詳細３P

❸長崎大学のパソコンセットアップマニュアルに準じた「初期セットアップ説明会」に無料でご参加頂
けます。

発行：長崎大学生活協同組合

長崎大学仕様モデルについて

富士通
FMV SH ベース
長崎大学仕様モデル

Microsoft
Surface Pro4
長崎大学仕様モデル

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！

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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