市販されているパソコンとは違う！ いつでも頼りになる大学生協の手厚いサポート体制

４年間のメーカー保証＋４年間の動産保険

※他店で購入されたパソコン
には適用できません

１台ごとに「動産保険」をかけています

パソコンメーカーが提供する保証は通常１年間ですが、大学生
協オリジナルパソコンは、卒業まで安心し
てお使いいただけるよう、保障期間はな
んと４年間。正しい使用法での自然故障
などに適用されます。
４年間保証は、自然
故障の起こらない高品質を目指すメーカ
ーの自身の表れともいえます。

パソコンに飲み物をこぼしてしまった、パソコンを落としてしま
ったなど、利用中の不注意による故障
や破損をカバーする保証です。5,000
円からの自己負担金で、限度額の範
囲内であれば何度でも補償されます。
（限度額を超える場合の差額分は自己
負担となります）

動産保険適用で

パソコン使用中、服に引っかかり机から落下して画面が破損した。

自己負担金5,000円で
修理完了！
再購入補助 (115,000 円 )
を利用して
新しいパソコンを購入！

メーカー補償適用で

無料で
修理完了！

１年目

2年目

15万円
12万円
※限度額は１年ごとにリセットされます。

3年目

4年目

10万円

6万円

○修理不可能な場合の再購入補助金額
秋田大学生協において同等スペックのパソコンを再購入する
ための補助金額です。再購入補助金額は、上記の年間限度額
の残額となります。(パソコン本体価格が低い場合は本体価格
が上限となります。)また、再購入補助を受けた場合、契約は終
了します。
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※代替機は購入された機種と異なる場合があります。
※即日貸出用パソコンは台数に限りがありますので、貸出しまでお待ちいた
だく場合があります。

○破損・水濡れによる損害の修理時自己負担金
破損・水濡れによる損害の場合、修理時に5,000円の自己負担金
（免
責）
が必要になります。補償対象になるものは、パソコン本体のみです。
○補償の対象とならない場合

●対象PCの現物の確認ができない損害(罹災証明等の公的証明による確認を要す
る場合があります)●噴火/地震/台風による洪水等の自然災害による損害●紛失、
置き忘れ、放置による損害●パソコン所有者の故意による損失●虫食い、ねずみ食
い、性質および環境によるサビ、
カビ、変質、変色●誤用、乱用、使用上の誤りにより
生じた損害(例：カードスロットなどに対応しない製品を無理やり利用したための破損
や詰まりなど)●戦争、内乱、暴動、
テロによる損害●核燃料物質の放射性・爆発性に
よる損害●詐欺、横領による損害●第三者に対し賠償請求が可能である損害●保
障開始時すでに発生していた故障、破損、水濡れ●ソフトウェアのインストールによる
損害●パソコンの機能および使用に影響のない損害(筐体のへこみや、液晶のピク
セル抜け等)●データ、
ソフトウェアの消失および損失(コンピュータ・ウイルスによる
損害を含む)●海外からの送料●ＡＣアダプター、
ケーブル、バッテリーの経年劣化、
ソフトウェア、
マウスなど

第3章

秋田大学では、入学直後からパソコンを使用する機会が多くあります。
そこで生協オリジナルパソコンを購入された方へ、パソコンの初期設定・セットアッ
プのお手伝いや、パソコンの使い方に不安がある方向けに学内に、
セットアップの
お手伝いブースを設置します。
【日程】2018年４月６日
（金）
～４月13日
（金） ※平日のみ
【時間】16：00～18：30
【場所】手形キャンパス 大学会館１階 食堂ホール
【持ち物】パソコン本体、ＡＣアダプタ、セットアップテキスト
パソコン本体に付属している資料一式

年１回のパソコン愛情点検会

第4章

開催

パソコンメーカーの技術者が無料でパソコンの状態をチェックしてくれる点検会
を１年に１回実施しています。動作が遅い、途中でフリーズしてしまう、
キーボード
入力が正常にできない、バッテリーがもたない、
インターネットにつながらないな
ど、些細な異常でも放っておきますと大事なデータが消えてしまったり、パソコン
が故障してしまうという事態になりかねません。生協では学内でパソコンの動作
診断・簡単なメンテナンス・機器の清掃を行い、
４年間安心して使用していただける
ようサポートしています。

第5章

先輩学生の声
3 年生の時に、レポート作成のためパソコンを使おうとしたら突然起動しなくなったので、
生協店舗に相談に行きました。大学生活でパソコンをほぼ毎日使用していたので、修理
期間中使えなくなるのは正直困りましたが、生協では代替機を無料で貸してくれたので助
かりました。
いつ、どんな場面でパソコンが故障してしまうかは分かりません。だからこそ、誰にでも
起こるかもしれないトラブルへのサポートが手厚い、大学生協オリジナルパソコンを購入
してよかったなと思います。
理工学部

生命科学コース

３年

第2章

中澤

第6章

新入生歓迎企画

年間限度額
（税込）

パソコンの修理にはある程度の日数が必要ですが、
レポートの
提出期限は待ってはくれません。修理期間中にパソコンが必要
な方のために、代替機を無料で貸出ししています。
また、修理に
出したその日に貸出しができますので、突然修理が必要にな
り、
すぐに使わなければいけないという方にも安心です。
※購入後４年間ご利用いただけます。

大学生の学び

動産保険の補償内容の詳細
○修理可能な場合の年間補償限度額
年間限度額は保障開始日から事故日までの経過年数によって
定められており、累積で限度額に達するまで何度でも保障が受
けられます。

大学のすぐそばの生協店舗がパソコンサポート窓口です。修
理受付はもちろん、設定や操作
方法など、わからないことも、
パソコンに詳しい先輩学生ス
タッフや生協職員にご相談下
さい。講義の空き時間などに、
気軽にお立ち寄りいただける
のも生協オリジナルパソコンな
らではのサービスです。

大学生の食生活

動産保険適用で

突然ファンから異音が聞こえるようになった。
修理内容／ファン交換
一般的な修理相場／約15,000円

修理期間中は代替機を即日貸出

共済・保険

自転車でPCを運んでいるときに、転倒してPCを路上に打ちつけた。
（フタがゆがみ、液晶画面に線が入ってしまった。）

修理内容／液晶割れのためパネル交換
フロント、バックカバー交換
メーカー見積／169,776円

講義の合間に相談受付できます

パソコンの初期設定・セットアップのお手伝いサービス

秋大生のパソコン修理事例
修理内容／液晶パネルユニット交換
メーカー修理見積／53,892円

どこにいても安心のサポート

生協加入

信頼の証！
４年間のメーカー保証

第1章

入学準備

生協オリジナルパソコンは４年間のトータルサポート

桃子

入学準備応援冊子
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秋大生の先輩の声を集めて作ったパソコン

秋大生に必須！プリント・スキャン・コピーをこの１台で！

圧倒的な軽さ！持ち運びにも便利！

複合プリンタ

大学生活を豊かにする嬉しい機能が満載！

駆動時間が長い！

本体重量は約 0.93kg ！薄さ約 15.5mm

フル充電で約 17.8 時間駆動！
※タッチなし /8GB/ 大容量バッテリー構成時

奥行き
約 212mm

第1章

入学準備

大学生協オリジナルパソコン

幅約 309mm

ADF（自動原稿送り装置）

ブラック顔料インク
カラー染料インク

クロだけ印刷モード
インク節約モード

第2章

生協加入

自動両面印刷機能

大学の情報統括センターの印刷枚数は限ら
れています。レポート提出が多い大学生に
は自分用のプリンタが必須です。便利に印
刷する機能はもちろん、インク節約するコス
ト削減機能も充実しています！

アーバンホワイト

4 年間ずっと使えるスペック！

正確な日本語に自動変換！

4 年版での提供は生協だけ！
これで在学中 4 年間ずっと安心。

富士通ノートパソコン

聞き心地のよい。

セット

183,800円

大学生協オリジナルモデル
バッテリ駆動時間 約 17.8 時間
本体重量 0.93kg
Windows10 Home 64bit
搭載ソフト
Oﬃce Home & Business
プラス Oﬃce365 サービス
プロジェクターへの接続サポートとして
VGA 変換ケーブル同梱
パソコンバック付

A

(税込)

B

セット

C

セット

合計 243,800 円

231,800円

(税込)

12,000 円お得 !!
第5章

合計 231,800 円

223,800円

(税込)

8,000 円お得 !!
第6章

合計 195,800 円

193,800円

(税込)

新入生歓迎企画

入学準備応援冊子

耳障りのよい。

新学期
特別価格

LCD サイズ 13.3W
解像度 1920×1080
CPU Core i7 8550U
メインメモリ 8GB(4GB×2) DDR4
ストレージ SSD 256GB
SD カードスロット
USB3.0 Type-A×2
※うち左側面 1 ポートは電源オフ USB 充電機能付き
USB3.1 Type-C×1 ※Power Delivery 対応
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確認しました。

富士通ノートパソコン UH シリーズ
大学生協オリジナルモデル

Oﬃce をもっと
使いこなせる！

UH シリーズ

かくにんしま s た。

第4章

大学生の学び

レポートもプレゼンも
これ 1 台 !

Oﬃce 365
サービス
(1 年分 )

(税込)

大学生の食生活

ATOK（エイトック）
は快適な日本語入力・変換
を実現するかしこい日本語入力システム。

ウイルスバスター (4 年分 )

12,000円

セット価格

ATOK 搭載

最新 OS Windows10 搭載

新学期
特別価格

共済・保険

サテンレッド

Microsoft Oﬃce
Home&bissiness
Premium (4 年分 )

DCP-J972N

生協オリジナルカラー

スタイリッシュカラー

第3章

2,000 円お得 !!

入学準備応援冊子
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