淑徳大学みずほ台生協
2019年度 新入生の皆様へ

キャンパスパソコンのご案内
重要

必ず保護者の方と一緒にご覧下さい

大学生のことを一番よく知っている大学生協がご提案する
4年間安心して使えるパソコンです

01 4年間保証
02 無料セットアップ講習会
03 大学内サポート窓口
04 年1回学内無料点検会

申込期間

４月８日（月）
まで
数量限定です。

淑徳大学みずほ台生活協同組合

TEL.049-259-5151 FAX.049-259-1308 (土・日・祝日休業）
メール.shukutoku.s@fc.univcoop.or.jp

パソコンがなければ、
大学生活は始まらない
自分専用の「マイ・パソコン」は入学時から大学生活に欠かせないものですが、年次を追う毎にその重要
性が高くなり、新たな使用目的も生まれてきます。ここでは幅広い学年の先輩たちが、それぞれにパソコ
ンの重要性や利用シーンを語ってくれます。

先輩からのアドバイス

MOS講座学習の為に自宅で学習できます。
淑徳大学 経営学部 経営学科2年 森山惠渡さん
大学ではいろいろな授業でレポート課題が出されたり、情報の授業で
宿題が出されることがあります。その際にパソコンがあると家で、空いている時間
を使ってレポート課題や宿題をすることが出来るので便利です。淑徳大学では夏
休み、春休みにMOS (マイクロソフトオフィススペシャリスト）講座が行われ、多くの
学生が参加しています。パソコンを持っていればMOSの勉強を学校まで来なくて
も家でもすることができ時間を有効的に使うことができます。

※MOSについて詳しい内容 https://mos.odyssey-com.co.jp/index.html

先輩からのアドバイス

課題やレポートが自宅でできます。
淑徳大学 経営学部 経営学科3年 清水 悠成さん
淑徳大学では、Sナビというものがあり、教授や大学側からのメール、成績、単位の
履修登録などが確認できるというものです。資格に関しては、MOS(マイクロソフトオフィ
ススペシャリスト）というものがあり、資格の勉強に使うので必要です。
教授から出される2000字や3000字の課題やレポートで使うので必要となっています。
パソコンには必ずデータを保存する記憶媒体としてUSBが必要です。なぜ、必要なのか
というと、家で課題やレポートをやる際にいったん保存して持って帰れるという所がUSB
が必要という面です。自分専用のパソコン1台あれば、
家で課題やレポートができるのも1つの魅力だと思います。

先輩からのアドバイス

4年間の動産保険とメーカー延長保証があるので安心です。
淑徳大学 経営学部 経営学科3年 木村裕介さん
パソコンは、大学生になると様々な場面で利用し、色々な場で活躍します。
例えば、大学から出る課題のレポートです。レポートは、パソコンのOfficeソフトを
使うため、パソコンがとソフトがなければできません。淑徳大学では、図書館とPC
自習室でパソコンが利用出来ますが、自宅や自分用のパソコンがあると
とても便利です。理由は、自宅でも課題が行えますし、外出時に場所や場面に
応じて、自由に使う事が出来ます。 また、大学生協のパソコンはノートパソコン
なので、持ち運びをする事が出来てとても便利だと思いますし、
4年間の動産保険と延長保証がついていますので万が一のときにも安心できます。

02

保護者の
皆様へ

4年間ずっと安心して使える
大学生協だけの充実した保証

パソコンの扱いに慣れていない新入生にとって、安心は大きなポイント。自然故障でも、自分の不注意による
故障でも、4年間の保証がパソコンライフを守ってくれます。故障などのトラブルの際には、すぐに店舗スタッ
フに相談できることも心強いです。

4年間の安心をお約束
自然故障に対応する長期メーカー保証

不注意による故障などをカバーできる
安心の保証

パソコンは精密な部品がたくさん
集約されてできている製品です。で
すから、正しい使い方をしていても、
どうしても故障してしまうことがあり
ます。この自然故障に対する修理
をカバーするのがメーカー保証です
が、ほとんどのケースが1年間の保
証期間。そこで大学生協では、入学
時に購入したパソコンを卒業まで安
心して使えるように、メーカー保証
を4年間に延長しています。

ユーザーの不注意による故障には
メーカー保証は適用されませんが、
大学生協オリジナルパソコンには、
5,000円の自己負担金で修理が受け
られる動産保証が含まれます。修理
が難しい全損扱いの場合は、再購入
のための補助もあります。 ※1

修理期間中は無料で代替機のお貸し出しが可能

セットアップ方法や使い方を親身にご指導

※2

修理
貸出

大学生協では、キャンパス内にある店
舗で修理などの受付を行っており、講義
の合間のちょっとした時間にも立ち寄っ
ていただくことができます。修理対応だ
けでなく、普段のパソコン利用での操作
方法や設定方法など、分からないことや
困ったことも、気軽にご相談ください。

トラブルの程度に
もよりますが、通常
パソコンの修理に
はある程度の日数
が必要です。

その間パソコンが使えないと、レポートが書けないといった困ったこ
とが起きてしまいます。ですので、大学生協では修理期間中でもパ
ソコンをお使いいただけるよう、代替機の貸出しを4年間無料で
行っています。

皆さんのすぐ近くに相談できるスタッフがいることも大学生協の大き
な特長です。

※1 保証内容や自己負担金は、メーカーや大学によって異なる場合があります。また、補償金額は上限がありますので、保証規定をよくご確認ください。
動産保証は、地震や水害などの自然災害には適用されません。
※2 代替機は購入された機種と異なる場合があります。また、台数には限りがあります。大学によって貸し出し条件が異なります。

大学生協ならではのきめ細やかなサービス体制
身近なキャンパス内に
サポート窓口があって安心

夜間利用可能な電話サポートを
1年間無料でご提供
大学生協の店舗が営業していない夜間や休日でもご相談いただけるよう、無料
の電話サポートを1年間ご提供しています。設定から普段の使用法、トラブル対応
まで、パソコン操作に精通したオペレーターが分かりやすくお答えします。

●対応期間 2018年12月1日～2020年2月29日まで
●受付時間 10:00~23:00（年末年始を含め土・日・祝日もご利用可能）

大学生協では、キャンパス内にある
店舗で修理などの受付を行っており、
講義の合間のちょっとした時間にも立
ち寄っていただくことができます。修理
対応だけでなく、普段のパソコン利用
での操作方法や設定方法など、分から
ないことや困ったことも、気軽にご相談
ください。

インター
ネット接続

Microsoft
アカウント
プリンタ

お問い合わせ内容

サポート対応

無線でインターネットに接続したいのですが出来
ません。

パソコン側の環境・設定には問題がないことを確認。
無線ルーターのSSIDを選択していただくことで正常に接続
が出来ました。

購入したパソコンをインターネットに接続したいの
ですが何を準備すれば良いか。

ご自宅のインターネット環境と接続タイプ（無線）を確認し、
無線の親機ご準備についてご案内いたしました。

作成時に存在しないメールアドレスを入力してし
まいました。

新しくアカウントを取得して頂くようご案内いたしました。

プリンタとWi-Fi接続できない

プリンタから無線ルーターに接続する手順をご案内いたしま
した。
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保護者の
皆様へ

こんな「うっかり故障」が、
少ない自己負担金で修理できる

大事に扱っているつもりでも、誰にでも「ついうっかり」ということはあります。キー
ボードの上に飲み物をこぼす、机から落としてしまう、知らずにペンなどの異物を挟ん
でパソコンを閉じてしまう、といった不注意による事故は後を絶ちません。こうした故
障や破損、さらには盗難を卒業までの4年間カバーするのが動産保証です。5,000円
からの低額な自己負担金で修理が受けられ、修理不能の場合は再購入の補助も用
意されています。

こんな故障でも、この金額で修理できました
事例

01

事例

操作中にお茶を
こぼしてしまった

02

パソコンを閉じる時に
筆記具を挟んでしまっ
た

事例

03

自転車のカゴから
落としてしまった

症状：電源が入らない、
DVDドライブ破損など
修理費用：29,268円のところ

症状：画面表示不良
修理費用：72,684円のところ

症状：液晶画面破損（亀裂が入った）
修理費用：75,924円のところ

自己負担金額：17,684円

自己負担金額：5,000円

自己負担金額：5,000円
■購入後4年目にあたり、補償限度額が60,000
円の事例です。修理費用が限度額を超える場合
は、その差額に5,000円を加算した金額が自己
負担金となります。

メーカー保障対応における故障箇所

パソコン自然故障の件数は、右のグラフが示
すように、使用年数に応じて増加してきます。
故障箇所としては、記憶装置、キーボード、液
晶ディスプレイ、DVDドライブなどが主なものと
して挙げられます。3年生・4年生と高学年にな
るほど、パソコンの使用頻度や重要性が高まっ
てきますので、自然故障に対する修理が4年間
無償で受けられることは、大きな安心感です。

安心の保証が
ついていても
パソコンは大切に
使ってください

セットアップ講習会
ご購入された方対象の、無料講習会です。「買ったはいいけど、設定が出来ない」という事なく、安心し
てパソコンをお使いいただけます。セットアップを終えたパソコンはそのままお持ち帰りとなります。

●日時 第１回 4月13日（土）
第２回 4月20日(土）
●場所 図書館内
●時間 10：00-12：00（予定）
●内容 セットアップ講習会 ●持物 筆記用具
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生協安心パソコンに
セットされています

卒業後の社会の変化に対応しやすい次世代型Office
従来のOfficeをより効率的に効果的に活用できます

淑徳大学みずほ台生協版ライセンス

※このライセンスは2023年3月31日までの期間限定ライセンスです。
-1-
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2019年 淑徳大学みずほ台生協

オリジナルモデル
淑徳大学みずほ台生協では、2019年度オリジナルパソコンとして淑徳大生に
最適な機能やスペックを備えたモデルを厳選してご提供します。

A 本体セット
富士通
淑徳大学みずほ台生協
オリジナルモデル

SHシリーズ

CPU

Intel Core i5-8250U

メインメモリ

8GB/最大12GB

期間中にお申込みの方に
もれなくプレゼント

大容量記憶装置 SSD 256GB
光学ドライブ

スーパーマルチドライブ搭載
（DVD再生ソフトはプリイン）

USBポート

USB Type-A(3.0) ×2,
Type-C(3.1)x1

①インナーケース
持ち運びに欠かせない、衝撃
を防ぐケース
②無線マウス
普段使いに便利なマウス
③8GB USBメモリ
外部へのデータ保存に必須のアイテム

液晶サイズ解像度 13.3 / 1920×1080
プロジェクタへの
接続ポート

VGA x1（ミニD-sub15ピン)
HDMIx1

通信1 有線LAN

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

通信2 無線LAN

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

バッテリ駆動時間

約17.6時間想定

本体重量

約1.49kg

OS

Windows10 Home

Microsoft Office 365ProPlus
搭載ソフトウェアに ウイルスバスタークラウド4年版
ついて
学生支援ポータル
ATOK for Windows 2018
保証期間

セット

税込
価格

持ち運び可能で、CD・DVDも使える
長時間駆動のオールインワンモデル

メーカー４年保証+動産4年保証

A

179,800

円
(税抜 166,482円）
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2019年 淑徳大学みずほ台生協

選べるパソコンセット
レポートなど、提出物の印刷に欠かせないプリンタとのセット販売もあります。
こちらはシンプルな機能を搭載した、コンパクトタイプのプリンタセットです

B プリンタセット(シンプルモデル)
エプソン

EP-710A
インク

染料6色 独⽴型カートリッジ

給紙容量

A4:最大100枚、葉書:最大40枚

用紙サイズ

L判〜A4

A
給紙トレイ

前面給紙

機能

コピー、スキャナ

インターフェース

USB-B × 1、有線LAN、SDカード

その他

スマートフォン対応
CDレーベル印刷
⿊だけモード
⿊インクセーブモード

セット

シンプル設計でコンパクト
初期費用を抑えたお手頃価格モデル

ノートPC

プリンター
エプソン

富士通

EP-710A

SHシリーズ
＋

B

セット
セット

税込
価格

パソコン本体とプリンタのセット
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189,000

円
(税抜 175,000円）

2019年 淑徳大学みずほ台生協

選べるパソコンセット
こちらは大容量のエコタンクを搭載したプリンタとのセット販売です。
約10,000枚の印刷が可能で、トータルコストを抑えたい方におすすめです。

C プリンタセット(エコタンクモデル)
エプソン

大容量エコタンクを搭載
トータルコストを重視したモデル

EW-M571TW
インク

染料3色 顔料1色 ボトル型

給紙容量

A4:最大100枚、葉書:最大30枚

用紙サイズ

カード・名刺〜A4

給紙トレイ

背面給紙

機能

コピー、スキャナ

インターフェース

USB-B × 1、有線LAN、SDカード

その他

インクボトル2セット同梱
自動両面印刷
スマートフォン対応

インクボトルを通常の倍の2セットを
同梱のした生協オリジナルモデルです。

（インク各色2式 計8本のオリジナルモデル）
ノートPC

プリンター
エプソン

富士通

EW-M571TW

SHシリーズ
＋

B
C

セット
セット

税込
価格

パソコン本体とプリンタのセット

ご家庭で共有して使用するのにおすすめです。
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209,800

円
(税抜 194,260円）

お申込み方法
■数量限定のため、必ず予約確認が完了してからお支払いください。
■予定数量が終了次第締め切らせていただきます。ご了承ください。
■ご不明な点はお問い合わせください。

01

02

03

04

ご予約

予約確認

お支払い

お渡し

同封の申込書に
ご記入の上、
ご予約してください。

生協から予約確認
の連絡をします。

ご予約の確認後、
下記の方法で
お支払いください。

セットアップ講習会
でお渡しします。

FAXまたは電話、
メール

049-259-5151
より、おかけします

■銀行振り込み
■現金払い
■クレジット払い
■分割払い

講習会前に受取を
希望される場合は
お申し付けください。
プリンタは後日メー
カより直送されます。

お支払方法
郵便振込

分割払い

当生協指定の口座にお振込みください

保護者とご一緒にご来店ください。

パンフレット裏面の払込取扱票をご利用ください。
振込手数料はお客様のご負担となります。

＜お持ちいただくもの＞
●ご本人名義の口座番号のわかるもの
●上記口座の届出印 ●保護者様の印鑑
手続き・審査に30～60分ほどお時間をいただきます。

現金払い
生協店舗にご来店の上、お支払いください。

＜ご来店が難しい方＞

営業日、時間をご確認の上、ご来店ください。

ローン申込書を郵送しますので、必要事項の記入と捺印の上、
ご返送ください。
＜ご来店される方＞
●スプリングセミナーにご来場の際、生協ブースにて
パソコンを実際に触ってみることができます。
●その場でのお支払いも可能です。

クレジットカード払い
ご本人・保護者のカードが使えます。
保護者のカード使用の場合、保護者とご一緒に来店ください。

ご予約
連絡

淑徳大学みずほ台生協
電話：049-259-5151 FAX： 049-259-1308
メール：shukutoku.s@fc.univcoop.or.jp
※ メールの場合はタイトルを「PC購入希望・お名前」と記入して送信してください。こちらから確認メールを送ります。

生協
営業案内

淑徳大学生協みずほ台購買書籍部店
●2・3月／11:00～14:00 土・日・祝、3月17日は休業 ●4月7日～11:00～14:00
●4月9日～10:00～17:00 日・祝は休業
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