
Microsoft
Surface Laptop Go 2
長崎大学基本仕様準拠モデル

Microsoft
Surface Pro 9
長崎大学基本仕様準拠モデル

お申込みはWebが
スムーズでおすすめです‼

各機種すべて台数限定での販売となります。
合格が決まりましたら生協加入と合わせて

お早めにお申込みください。

※注文が重複しないように
　ご注意ください。

長崎大学生活協同組合
長崎大学基本仕様準拠モデル

令和5年度 新入生向けパソコン

お問い合わせ：長崎大学生活協同組合　新入生サポートセンター（TEL：095-845-5849）

長崎大学生協では入学準備や
入学後の教科書購入など
大学生活サポートのさまざまな
サービスを提供しています。
まだ資料をお持ちでない方は、
こちらからお早めに資料請求ください。

長崎大学では、パソコン必携制度が導入されております。長崎大学が定める「基本仕様」を満たした上で
安心の4年間動産保証・故障時の代替機無償貸出も付いた長崎大学基本仕様準拠モデルをおすすめします‼

お申込みはこちらから

長崎大学生協の資料請求はこちらから

長崎大学基本仕様準拠モデル3つの安心

長崎大学が定める必携パソコンの
基本仕様を満たしたモデル

過失によるパソコントラブル
(破損,落下,水漏れ)を
サポートする4年間動産保証

修理時は学内窓口で代替機を
即日無料貸出



Surface Pro9　スペック表
OS
CPU
メインメモリ
大容量記憶装置
画面
LCDサイズ・解像度
本体カラー
補助記憶装置
入出力装置
メモリーカードスロット
無線LAN
有線LAN
USBポート
Bluetooth
他インターフェース
バッテリー駆動時間
本体重量
Microsoft Office
ウイルス対策ソフト
セキュリティ

Windows 11 Pro
Intel Core i5
8GB

SSD 256GB
タッチあり

13型　2880×1920
プラチナ

DVDドライブなし
無し（アダプタ付属）

無し
Wi-Fi 6：802.11ax対応

アダプタ別売
UCB-C ×2
5.1

Webカメラ搭載
最大16時間

879g（タイプカバー込約1.1kg）
在学期間中、大学よりMicrosoft 365 Apps for Enterpriseを無償提供

OSに付属（Windows Defender）
Windows Hello 顔認証対応

Microsoft Surface Laptop Go 2　スペック表
OS
CPU
メインメモリ
大容量記憶装置
画面
LCDサイズ・解像度
本体カラー
補助記憶装置
入出力装置
メモリーカードスロット
無線LAN
有線LAN
USBポート
Bluetooth
他インターフェース
バッテリー駆動時間
本体重量
Microsoft Office
ウイルス対策ソフト
セキュリティ

Windows 11 Pro
Intel Core i5
8GB

SSD 256GB
タッチあり（Surfaceペン非対応)
12.4型　1536×1024

プラチナ
DVDドライブなし

ヘッドホン出力・マイク入力共用
なし

Wi-Fi6：802.11ax対応
アダプタ別売

USB-A ×1 ・USB-C ×1
5.1

Webカメラ搭載
最大13.5時間
1,127g

在学期間中、大学よりMicrosoft 365 Apps for Enterpriseを無償提供
OSに付属（Windows Defender)
Windows Hello 指紋認証対応

Surface 4年間動産保証とは？
　破損、落下、水漏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
「ACアダプター(充電器)」です。保証期間は4年間ですが、交換
の回数は4年間で2回までとなります。（自然故障の場合は何度
でも無料です）

CPU
Core i5

Windows
11 Pro

メモリ
8GB

SSD
256GB

重量
1,127g

タイプカバー
＆Surface
ペン付き

4年間の
動産保証
付き

日経
パソコンEdu
4年間使用権
付き

CPU
Core i5 

Windows
11 Pro

メモリ
8GB

SSD
256GB

重量
879g

タイプカバー込
約1.1kg

台数
限定

長崎大学生協がご案内するパソコンは、長崎大学が定める基本仕様を満たしています。

※外部出力は、別途変換アダプターを購入する必要があります。

長崎大学
基本仕様
準拠モデル

4年間の
動産保証
付き

日経
パソコンEdu
4年間使用権
付き

長崎大学
基本仕様
準拠モデル

長崎大学基本仕様準拠モデル 令和5年度 長崎大学 必携パソコンの基本仕様　【学部等の特記事項】

Microsoft Surface Pro9
長崎大学基本仕様準拠モデル

Microsoft Surface Laptop Go 2
長崎大学基本仕様準拠モデル

クラムシェル型でバランスの取れたモデル
移動中などでも安定してパソコン操作が
できるのがポイント！

12.4インチの画面でもコンパクトな本体
荷物の多い場面でもすっきり持ち運び！

おすすめ
ポイント
①

おすすめ
ポイント
②

Surface ペンの入力で授業資料などに
直接書き込み！効率的なノートテイク
ができるのはこの機種だけ！

キーボード着脱可でタブレットにもなる
2in1スタイルのノートパソコンで幅広い
場面で活躍できる！

本体重量879g、タイプカバー込みでも
約1.1kgと軽量のため、持ち運びの多い
大学生活におすすめ！

おすすめ
ポイント
①

おすすめ
ポイント
②

おすすめ
ポイント
③

定価(税込)28,380円相当の動産保証サービスが含まれています。
1年間のメーカー保証が4年間に延長されます。
さらにアクシデントによる故障にも動産対応(最大2回まで)可能です。

148,900円

Surface 
Laptop Go 2 本体

Surface
Laptop Go 2
4年間動産保証

セット販売価格(税込)
お申込みはWebが
スムーズでおすすめです‼

各機種すべて台数限定での販売となります。
合格が決まりましたら生協加入と合わせて

お早めにお申込みください。

※注文が重複しないように
　ご注意ください。

お申込みはこちらから
定価(税込)37,399円相当の動産保証サービスが含まれています。
1年間のメーカー保証が4年間に延長されます。
さらにアクシデントによる故障にも動産対応(最大2回まで)可能です。

232,650円

Surface Pro9 本体
（タイプカバー･Surfaceペン込）

Surface Pro9
4年間動産保証

Surface USB-C Travel Hub

セット販売価格(税込)
Surface USB-C - 3.5mm オーディオ アダプター

多文化社会学部 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを
用意すること

教育学部 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを
用意すること

経済学部 本体に VGA 出力または HDMI 出力がない機種は、「自身の PC にあるUSB ポー
トの形状」to HDMI 変換アダプタを必ず用意すること。　例）USB3.0（Type-A）

 C to HDMI 変換アダプタ
医学部医学科 CPUは Intel Core i5 相当以上であること
 メモリは8GB以上であること
 ディスプレイは13インチ以上であることUSBポートが 2つ以上あること
 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを

用意すること
 オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力ができるデ

バイス（カメラ・マイク・イヤホンもしくはスピーカー等）を用意すること
医学部保健学科 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを

用意すること
 オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力

ができるデバイス（カメラ・マイク・イヤホンもしくはスピーカー等）
を用意すること

薬学部 本体にHDMI 出力がない機種は必ずアダプタを用意すること
工学部全コース共通 CPUは Intel Core i3 以上であること（AMD Ryzen 不可）
工学部 メモリは8GB以上であること
電気電子工学コース SSDは 256GB以上であること
 4 年間動産保証が付属していること（長崎大学生活協同組

合長崎大学基本仕様準拠モデルが望ましい）
工学部 ペン入力に対応していること（デジタイザ方式推奨）構造工学コース
工学部 メモリは8GB以上であること社会環境デザイン工学コース
情報データ科学部 CPUは Intel Core i5 相当以上であること
 メモリは8GB以上であること
 SSDは 256GB以上であること
 本体にギガビット有線 LAN ポートがない機種は必ずアダプ

タを用意すること
水産学部 本体に VGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずア

ダプタを用意すること
 オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力ができるデ

バイス（カメラ・マイク・イヤホンもしくはスピーカー等）を用意すること

台数
限定

※環境科学部・歯学部には学部等の特記事項はありません
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Surface Pro9　スペック表
OS
CPU
メインメモリ
大容量記憶装置
画面
LCDサイズ・解像度
本体カラー
補助記憶装置
入出力装置
メモリーカードスロット
無線LAN
有線LAN
USBポート
Bluetooth
他インターフェース
バッテリー駆動時間
本体重量
Microsoft Office
ウイルス対策ソフト
セキュリティ

Windows 11 Pro
Intel Core i5
8GB

SSD 256GB
タッチあり

13型　2880×1920
プラチナ

DVDドライブなし
無し（アダプタ付属）

無し
Wi-Fi 6：802.11ax対応

アダプタ別売
UCB-C ×2
5.1

Webカメラ搭載
最大16時間

879g（タイプカバー込約1.1kg）
在学期間中、大学よりMicrosoft 365 Apps for Enterpriseを無償提供

OSに付属（Windows Defender）
Windows Hello 顔認証対応

Microsoft Surface Laptop Go 2　スペック表
OS
CPU
メインメモリ
大容量記憶装置
画面
LCDサイズ・解像度
本体カラー
補助記憶装置
入出力装置
メモリーカードスロット
無線LAN
有線LAN
USBポート
Bluetooth
他インターフェース
バッテリー駆動時間
本体重量
Microsoft Office
ウイルス対策ソフト
セキュリティ

Windows 11 Pro
Intel Core i5
8GB

SSD 256GB
タッチあり（Surfaceペン非対応)
12.4型　1536×1024

プラチナ
DVDドライブなし

ヘッドホン出力・マイク入力共用
なし

Wi-Fi6：802.11ax対応
アダプタ別売

USB-A ×1 ・USB-C ×1
5.1

Webカメラ搭載
最大13.5時間
1,127g

在学期間中、大学よりMicrosoft 365 Apps for Enterpriseを無償提供
OSに付属（Windows Defender)
Windows Hello 指紋認証対応

Surface 4年間動産保証とは？
　破損、落下、水漏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
「ACアダプター(充電器)」です。保証期間は4年間ですが、交換
の回数は4年間で2回までとなります。（自然故障の場合は何度
でも無料です）

CPU
Core i5

Windows
11 Pro

メモリ
8GB

SSD
256GB

重量
1,127g

タイプカバー
＆Surface
ペン付き

4年間の
動産保証
付き

日経
パソコンEdu
4年間使用権
付き

CPU
Core i5 

Windows
11 Pro

メモリ
8GB

SSD
256GB

重量
879g

タイプカバー込
約1.1kg

台数
限定

長崎大学生協がご案内するパソコンは、長崎大学が定める基本仕様を満たしています。

※外部出力は、別途変換アダプターを購入する必要があります。

長崎大学
基本仕様
準拠モデル

4年間の
動産保証
付き

日経
パソコンEdu
4年間使用権
付き

長崎大学
基本仕様
準拠モデル

長崎大学基本仕様準拠モデル 令和5年度 長崎大学 必携パソコンの基本仕様　【学部等の特記事項】

Microsoft Surface Pro9
長崎大学基本仕様準拠モデル

Microsoft Surface Laptop Go 2
長崎大学基本仕様準拠モデル

クラムシェル型でバランスの取れたモデル
移動中などでも安定してパソコン操作が
できるのがポイント！

12.4インチの画面でもコンパクトな本体
荷物の多い場面でもすっきり持ち運び！

おすすめ
ポイント
①

おすすめ
ポイント
②

Surface ペンの入力で授業資料などに
直接書き込み！効率的なノートテイク
ができるのはこの機種だけ！

キーボード着脱可でタブレットにもなる
2in1スタイルのノートパソコンで幅広い
場面で活躍できる！

本体重量879g、タイプカバー込みでも
約1.1kgと軽量のため、持ち運びの多い
大学生活におすすめ！

おすすめ
ポイント
①

おすすめ
ポイント
②

おすすめ
ポイント
③

定価(税込)28,380円相当の動産保証サービスが含まれています。
1年間のメーカー保証が4年間に延長されます。
さらにアクシデントによる故障にも動産対応(最大2回まで)可能です。

148,900円

Surface 
Laptop Go 2 本体

Surface
Laptop Go 2
4年間動産保証

セット販売価格(税込)
お申込みはWebが
スムーズでおすすめです‼

各機種すべて台数限定での販売となります。
合格が決まりましたら生協加入と合わせて

お早めにお申込みください。

※注文が重複しないように
　ご注意ください。

お申込みはこちらから
定価(税込)37,399円相当の動産保証サービスが含まれています。
1年間のメーカー保証が4年間に延長されます。
さらにアクシデントによる故障にも動産対応(最大2回まで)可能です。

232,650円

Surface Pro9 本体
（タイプカバー･Surfaceペン込）

Surface Pro9
4年間動産保証

Surface USB-C Travel Hub

セット販売価格(税込)
Surface USB-C - 3.5mm オーディオ アダプター

多文化社会学部 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを
用意すること

教育学部 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを
用意すること

経済学部 本体に VGA 出力または HDMI 出力がない機種は、「自身の PC にあるUSB ポー
トの形状」to HDMI 変換アダプタを必ず用意すること。　例）USB3.0（Type-A）

 C to HDMI 変換アダプタ
医学部医学科 CPUは Intel Core i5 相当以上であること
 メモリは8GB以上であること
 ディスプレイは13インチ以上であることUSBポートが 2つ以上あること
 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを

用意すること
 オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力ができるデ

バイス（カメラ・マイク・イヤホンもしくはスピーカー等）を用意すること
医学部保健学科 本体にVGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずアダプタを

用意すること
 オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力

ができるデバイス（カメラ・マイク・イヤホンもしくはスピーカー等）
を用意すること

薬学部 本体にHDMI 出力がない機種は必ずアダプタを用意すること
工学部全コース共通 CPUは Intel Core i3 以上であること（AMD Ryzen 不可）
工学部 メモリは8GB以上であること
電気電子工学コース SSDは 256GB以上であること
 4 年間動産保証が付属していること（長崎大学生活協同組

合長崎大学基本仕様準拠モデルが望ましい）
工学部 ペン入力に対応していること（デジタイザ方式推奨）構造工学コース
工学部 メモリは8GB以上であること社会環境デザイン工学コース
情報データ科学部 CPUは Intel Core i5 相当以上であること
 メモリは8GB以上であること
 SSDは 256GB以上であること
 本体にギガビット有線 LAN ポートがない機種は必ずアダプ

タを用意すること
水産学部 本体に VGA 出力または HDMI 出力がない機種は必ずア

ダプタを用意すること
 オンライン講義に対応できるように、映像ならびに音声の出入力ができるデ

バイス（カメラ・マイク・イヤホンもしくはスピーカー等）を用意すること

台数
限定

※環境科学部・歯学部には学部等の特記事項はありません
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※このカタログで生協が販売しているパソコン全機種に対応しています。

Surface USB-C Travel Hub
（Microsoft社製）

このアダプタがあれば安心！の商品です。長崎大学の基本仕様にも
「VGA及びHDMI出力が可能なこと」と記載があります。
また、情報データ科学部の基本仕様には「ギガビット有線LANポー
トがない機種は必ずアダプタを用意すること」と記載があります。
入学前に準備をしておくことをオススメします。

販売価格（税込）

12,900円
プロジェクターや外部モニタ出力に備えましょう！

長崎大学基本仕様準拠モデルパソコンと
合わせて準備したい周辺機器

プリンターやパソコン講習会など、上記以外の商品も生協のパソコン紹介
ページには掲載しています。入学準備の参考にしてください。

どちらのSurfaceにも使える！
Surface mobileマウス
（Microsoft社製）

マウスを活用することで、より細かな作業や長時間の作業の効率が上
がります。パソコン購入と合わせてマウスを準備されることもおすすめ
です！ ※長崎大学の基本仕様にマウスは含まれていません

販売価格（税込）

4,440円

DVDドライブ（ELECOM社製）
 LDR-PML8U3CVBK

SurfaceシリーズにはDVDドライブが付いていませんので、ご自宅で
CDを取り込んだりDVDを視聴する際には外付けのDVDドライブが必
要になります。※長崎大学の基本仕様にDVDドライブは含まれていません

販売価格（税込）

4,480円

＜変換内容＞
USB-C → HDMI/VGA/有線LAN/USB-A/USB-C 

日経パソコンEdu

4年間にわたって
学生生活をサポート。
　日経パソコンの豊富なコンテンツを活用することによって、
Windows 11/Macの基本操作、Officeリテラシー、ICTに関する最
新技術、情報セキュリティ、情報倫理、著作権といった幅広い知識を身
につけることができます。
　安心かつ充実の4年間保証付きの長崎大学基本仕様準拠モデル
と日経パソコンEduで、4年間にわたって皆さんの学生生活をサポート
します！

日経パソコンEduとは？
雑誌「日経パソコン」が提供するクラウド型の教育コンテンツ提供サー
ビスです。大学生のITリテラシー向上、資格取得、就職活動などに役立
つ多彩なコンテンツをお届けします。新しいコンテンツを随時追加す
るので、常に最新の情報を入手できます。紙の書籍ではフォローでき
ない最新トレンドや活用情報をWeb上で提供していきます。

資格
獲得に！

就職
活動に！

4 年 間 使 用 権

●相手を惹きつけるプレゼン術
●友達が増えるSNSの使い方
●パソコンを安全に使うためのセキュリティ
　基礎知識

●大学生活に役立つスマホ利用法
●豊富なIT関連資格講座
●就職活動に勝ち抜くIT活用術
●ITの最新事情を押さえて面接対策も万全　など

Windows＆Office
セミナーテキストシリーズ

Officeビジネス
活用ドリルなど

就活・キャリア
関連書籍

※日経パソコンEduの使用にはインターネットの接続環境が必要です。　※初回登録にはメールアドレスが必要となります。

使えるコンテンツが満載

Point 2 「ITパスポート試験」「Microsoft Office Specialist（MOS）」
などの資格／検定対策講座の記事、ミニテストを用意しています。

Point 3 「就職サイトの使い方」「就活SNS活用法」など、就職活動をする全ての方が知っておきたい知識とスキルが体系的に学べます。

Point 4 「日経パソコン」の掲載記事を約1,000本以上読み放題。
クラウドサービスだから、常に旬の最新記事をどんどん追加！

Point 5 通常税別価格28,800円分（個人契約：年間／7,200×4年分）のコンテンツをご活用できます。

●パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどの操作方法
●SNSや検索など、さまざまなインターネットサービスの活用方法
●Officeソフトの使い方など、アプリケーションの実用ノウハウ
●学生生活や就職活動に役立つ最新の話題や用語に関する知識
●ITを安全に活用するためのセキュリティの基礎や情報モラル、メールマナー

Point 1 学習や研究、学生生活に必要となる、
ITリテラシーが身につきます。

おすすめポイント！
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※このカタログで生協が販売しているパソコン全機種に対応しています。
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5

長崎大学の先輩がアドバイス！

大学生協のパソコンが
選ばれる理由

～大学生協のパソコンが選ばれる理由～

「卒業まで安心」
パソコン　4年間保証+修理時無料貸出

長崎大学生協での修理・受付件数は、年間約400件!!

各機種の4年間動産保証については
こちらのページをご参照ください

自然故障

その場で専門スタッフが
状況を確認します

安心
ポイント
①

実際の
故障例
①

安心
ポイント
②

詳細は右ページを
ご覧ください

約63％
約37％
その他で

パソコンを購入 大学生協で
パソコンを購入

理由１
長崎大学が定める必携パソコン基本仕様を満たしたモデル

入学準備の際、パソコンについての知識があまり無く、どういうパソコンを購入すれば良いか
わかりませんでしたが、生協は長崎大学が定める基準を満たしたパソコンを販売していると知
り、それならば安心できるということで生協で購入することにしました。また、実際入学して
授業を受けてみると、学生の半数以上が生協で購入した同じ仕様のパソコンだったため、ホッ
としたのを覚えています。

経済学部　新 3年

・ 電源を入れても起動しない
・ 液晶モニターの表示がちらつく
・ パソコン本体が非常に熱い
・ 充電できない

大学生協でパソコンを購入した先輩の声

理由２
“もしも”のときも安心の保証！！
自分の過失による故障もサポート！
パソコンを修理に出した先輩の声

詳細は右ページを
ご覧ください

理由３
修理時の代替機無料貸出で
急に壊れたときも安心！！

“安心してパソコンを使い続けていただくために、しっかりサポートしています！”
学生生活に必要不可欠なパソコン。　「急に起動しなくなりました…」
「落として画面が割れました…」など駆け込んでいらっしゃる学生さんも少なくありません。
学内に修理受付カウンターがあるので、休み時間や授業終わりに等に立ち寄り、修理に出し
その場で代替機を借りることができるので、授業や課題に差支えなく過ごせます。

生協PC修理受付カウンター

1 通常１年のみのメーカー保証も
大学生協モデルは4年間保証！ 動産保証

実際の
故障例
②

授業中、パソコン本体を机から落として
画面が割れてしまった。
▶症状：画面破損
通常修理金額：72,710 円

2 破損・落下・水濡れなど、
不慮の事故でも4年間は保証！

大学生に多くみられる事例

長崎大学基本仕様準拠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！！
・・・・

修理代金 約10万円

水濡れ

修理代金 約8万円

あっ！落下

修理代金 約5万円

えぇっ！?

液晶画面
割れ

大学生活では、ほぼ毎日パソコンを持ち運んで活用していくため、どんなに丁寧に扱っていても突然故障することがあり
ます。実際に長崎大学生からの修理受付件数は、1日1件以上修理を受け付けてサポートしています。

困ったときは、「生協PC修理受付カウンター」へ！
生協で購入されたパソコンが不具合や故障のときは、長崎大学生協 文教1階店内「生協PC修理受付カウンター」ですぐに
対応します。
学内に窓口があるので、講義の空いた時間にすぐに持ち込みができて、初めてのパソコンで不安がある方も安心！

パソコン故障時の修理受付

修理に出している間は貸出機を
無料で貸出します

※代替機の無料貸出は
　生協でパソコンを購入された方限定です

代替機の無料貸出

〈受付時間〉平日10：00～17：00
　　　　　  ※土日祝休業

生協PC修理受付カウンター

多くの長崎大学生にとって、パソコンは必須です。毎日使うからこそパソコンが壊れやすい状
況にあるということを頭に入れておかなければいけません。『自分は大丈夫』と思っていても、
「大事なプレゼンの前にパソコンが動かなくなった」「課題の期限が迫っているのにパソコンの
電源がつかない」などの場面は意外と起こり、私自身２度経験しました。万が一の時、大学
生協で「パソコンの代替機を借りることができる」ことはとても助かりました。

情報データ科学部　新 3年

（4年間保証）

保証なしで修理に出すと… 保証なしで修理に出すと… 保証なしで修理に出すと…
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お申込みはWebが
スムーズでおすすめです‼

長崎大学生活協同組合
長崎大学基本仕様準拠モデル

各機種すべて台数限定での販売となります。
合格が決まりましたら生協加入と合わせて

お早めにお申込みください。

※注文が重複しないように
　ご注意ください。

お申込みはこちらから

パソコンは必ず受け取りにお越しください
購入後のパソコンの受け取り方法

※生協でご購入いただいたパソコン類の商品は「パソコン受け渡し会場」にてお渡しします。

■ パソコン受け渡し会場 長崎大学生協 文教食堂2階
■ 受け渡し期間 2023年3月25日(土)～4月5日(水)
 （※期間中は土日も行っております）

■ 受け渡し時間 10:00～16:00まで
・ 受け取り時間の予約は行いませんので、開催期間中に必ずお越しください。
・ ご本人確認のため「身分証明書」をお持ちください(保険証や高校の学生証なども可)。
・ ご本人様以外(保護者様など)が受け取りに来られる場合は、必ずご注文明細をお持ちください。
・ お持ち帰り用のバッグをご持参ください。

長崎大学生活協同組合
新入生サポートセンター
〒852-8131　長崎県長崎市文教町1-14

095-845-5849

nuc.newlife@univ.coop
TEL

Mail

は


