
日本福祉大学新入生のための
学習用パソコンのご案内

～福祉大生の約85％の方が自分用PCを持っています～
富⼠通　ノートパソコン　FMVU8D3WD1(2020 年度⼤学⽣協モデル )

初期セットアップ・宅配料　無料

３つの安心・安全

４.5 年間のメーカー保証＋動産保障

　　　　　＋24 時間電話サポート

先輩に聞いた
オススメポイント
先輩に聞いた

オススメポイント

1 位

トレンドマイクロウイルスバスター

クラウド 4 年間更新版（15,000 円）

付き。ウイルス対策も安心

先輩に聞いた
オススメポイント
先輩に聞いた

オススメポイント

3 位

「自宅・大学・外出先、どこでも」

4 年間使うための

高性能ノートパソコン

先輩に聞いた
オススメポイント
先輩に聞いた

オススメポイント

2 位
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光学ドライブ

13.3インチ
(1440×900)

画⾯サイズ

約15.5時間

バッテリー

⽣協のパソコンはココがオススメポイントです︕
〜もしもの時も本体に付帯する３つの安⼼・安全〜
　正しい使い方をしていても、パソコンは故障してしまうことはあります。
　このような場合、メーカー保証が適応されますが、通常はメーカーが提供する保証期間は1年間。量販店などでも長期
　保証を独自でおこなっていますが、店舗によって保証限度額の設定があったり、保証回数制限がかかっていたり、保証
　内容が違っています。大学生協では4年間のメーカー保証が標準保証のため、安心して4年間ご使用いただけます。

１. 「壊れてしまった時のもしもに」 ４年間＋6 ヶ⽉のメーカー保証

　「移動中にぶつけてしまった」「飲み物をこぼしてしまった」など思いがけない事故による破損・液晶割れなどの修理の場合、
　通常では5万円～10万円と高額な修理代金が発生してしまいます。
　生協オリジナルパソコンは、4年間の動産保障が含まれていますので、保障限度額まで何度でも修理を受けられます。

２. 「壊してしまった時のもしもに」 ４年間＋6 ヶ⽉の動産保障

　「パソコンが起動しない」「ソフトウェアのインストール方法が分からない」「操作がよくわからない」などの困りごとに24時
　間・365日、電話でお応えします。
　　≪24時間電話サポートの有効期限：2022年3月31日まで≫

３. 「故障かも ・ 分からないことがあった時のもしもに」 24 時間電話サポート

24 時間電話サポートは、業務委託会社である JBR ジャパンレスキューシステム ( 株 ) に必要な範囲で個人情報を提供します。

⽣協組合員価格

12,980円（税込）

ご⼊学前に Office が必要の場合は
Office 365 Personal
Word/Excel/PowerPoint
1年間の利用期間限定ライセンス

★ご入学前にレポート課題が出ている場合等で

　Word/Excel/PowerPointが必要の場合は

　Office 365 Personalをご検討ください。

※健康科学部については、後日大学より推奨パソコンの案内があります。

　そちらの案内を確認の上、検討・購入をしてください。

〒470-3296 愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6

⽇本福祉⼤学では、 ご⼊学後に Microsoft Office を無料提供︕
（Word/Excel/PowerPoint）

●日本福祉大学の所属学生は、在学中に無料でOfficeを個人用パソコンに

　インストールして、使用することができます。

●大学入学後、大学のポータルサイト(nfu.jp)から専用サイトを経由して、

　ダウンロードができます。ダウンロード方法などについては、大学入学後、

　情報処理演習の講義などで説明があります。

お問い合わせ

日本福祉大学生活協同組合
（月～金 10:30～17:00）0120-294-502

【お届け方法】

【その他】

●キャンセル・返品に関して

・商品の返品のご連絡は、商品到着後8日以内に必ずお電話でご連絡ください。
・開封品や汚損品の返品はご遠慮ください。
・商品不良、ご納品の場合以外は、お客様のご負担にてご返送ください。
・商品到着後、振込にて代金を返金いたします。（お手続きに1週間ほどお時間をいただきます。）
・返金の際に発生した振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
　手数料金額を返金総額より差し引いた金額を入金させていただきます。

●個人情報取り扱いに関して

・記入いただいた個人情報については当生協における商品手配とその受け渡し等で使用し、
　当店舗で管理いたします。
・日本福祉大学生協の個人情報保護方針はhttps://www.univcoop-tokai.jp/nfucoop/etc/etc_74.htmlを
　参照ください。
・学習用パソコンをご購入の方は、メーカー保証・動産保障のため(株)富士数パーソナルズ、(株)GSSに
　必要な範囲で個人情報を提供します。

・商品の発送は、ご入金確認もしくはローン契約成立後、10営業日以内にいたします。
・当社指定の運送業者より、配達・納品いたします。
　配達時に不在の場合は、不在票が入りますのでご確認ください。

【申込み期限について】

※申込み期日を過ぎますと、品切れやお届けが遅くなる場合がございます。
※申込期日に間に合わない方は、生協までご連絡ください。
※パソコンは申し込み期限前でも限定台数がなくなり次第、販売を終了いたします。
　お早めにお申し込みください。

◆一括 (コンビニ払い)でのお支払い
※入金確認後、出荷いたします。

◆分割 (生協ローン )でのお支払い
※ローン契約成立後、出荷いたします。

【お支払い方法】

ご注文確認メール下部のお支払い方法確認画面を参照の上、
コンビニの設置端末を使い、お支払いください。

大学生協ローンのご契約が必要です。
ご確認のため、改めてお電話いたします。

11 30⽉ ⽇（⽉）

⽣協組合員特別価格

149,800円（税込）

※タッチパネル搭載

※2021年度最新モデルのパソコンについては、12⽉上旬ごろ、パソコン活⽤講座・プリンタ等のご提案と併せて
　 改めていたします。
　（昨年度価格︓富⼠通製パソコン…税込17万円ほど　DELL製パソコン…税込12万円ほど）

【申込方法】

専用WEB申込ページからお申込みください。

もしくは、日本福祉大学生協のホームページよりお入りください。
WEB ページ
からの申込み

①ご希望の商品（パソコン、ソフト、サポート）を選択。

②WEB 会員登録にて、お客様情報を入力、登録。

③注文内容、お支払い方法、お届け先を確認の上、確定。
　※お支払い時に「オンライン決済番号」/「確認番号」が必要になります。

　　必ず番号を控えてください。

④受注確定後、確認のメールが指定メールアドレスへ送信されます。
　※PC メールやフリーメール（Gmail.、Yahoo メール、iColud メール等）を推奨。
　※指定メールアドレスを携帯アドレスにされる場合、メールが届かない場合がございます。
　※携帯メールへの配信の場合、必ず「univcoop-tokai.or.jp」のドメイン登録を行ってください。

⑤商品代金のお支払い。
　※【お支払い方法】をご参照ください。

⑥ご入金確認後、商品をご指定の配達先に配送いたします。

⽇福⼤⽣協 検索

https://member.univcoop-tokai.jp/shop/index.php/?tcd=5110

日本福祉大学生協 URL



② ③

4年間プレミアム
サポートパックのご案内
～トラブルを「何度でも無料で」サポート～

「4 年間プレミアムサポートパック」 とは︖

サポート実施例

　機械的な故障は、メーカー保証・動産保障で修理ができます。しかし、「迷惑ソフトが入ってしま

い、元に戻せない」、「学内の無線 LAN につながらない」などのトラブルは自分で調べて対処するか、

専門のパソコン業者に依頼する必要があります。

一般的なサポート業者の料金は、1 回 30 分程度のサポートでも数千円、内容によっては

10,000 円～ 30,000 円かかることも多く、突然の出費としては負担です。

　「4 年間プレミアムサポートパック」にご加入いただくと、

技術的なサポートを 4 年間、何度でも基本無料で実施するので

トラブルが起きた際に対処する時間・手間が節約できます。

　毎年、パソコン購入者の約 90％の方が加入し、年間 200 件

近くのサポート・相談にお答えしています。パソコンと併せて

の申し込みをおすすめします。

　オンライン講義が実施された前年の状況では、パソコンの使用

頻度も増え、トラブルに関する問い合わせが増えています。

「4 年間プレミアムサポートパック」 のここがオススメポイントです︕

　通学・大学内の移動・就活など、パソコンはこれから持ち運びをします。
そんな中、パソコンをそのままカバンに入れてしまうと、傷がついたり、故障や破損したりする可能
性が高くなってしまいます。持ち運ぶパソコンがしっかりと保護できるインナーケースをプレゼント
します。（2,000円相当）

　生協オリジナルパソコンの新学期限定、オプションサービスです。
すでに生協パソコンに付帯しているメーカー保証・動産保障とあわせて
「4年間プレミアムサポートパック」にご加入いただくことで、
さらに安心してパソコンをお使いいただくことができます！

★パソコンがなぜか起動しなくなった。
　→技術的なサポートを⽣協で受けたい︕

・技術的サポートを生協で行う場合、有償に。

・自分で対処する場合、時間もかかる。

技術的なサポートは 4 年間、何度でも無料です！

作業も生協で行うため、時間も節約できます！

先輩に聞いた
オススメポイント
先輩に聞いた
オススメポイント

1 位

先輩に聞いた
オススメポイント
先輩に聞いた
オススメポイント

3 位

先輩に聞いた
オススメポイント
先輩に聞いた
オススメポイント

2 位

さらに、 パソコン保護⽤のインナーケースをプレゼント︕

★パソコンが故障したため修理が必要。
　→そんな中、 レポート課題が出た︕

・レポートを書くためのパソコンが手元にない。

・学内のパソコンも誰かが使っていたら使えない。

パソコンの無料貸し出し機をお渡し！

手元にパソコンがない状況が起こりにくくなります！

S

★夏休み中、 パソコンが故障してしまった…
　→学校に⾏く機会がないけど、 修理して欲しい︕
・来店が難しい場合、宅配での受け渡し対応を

　していますが、送料の一部はお客様負担。

配送にかかる費用は生協が負担するため、
安心して、修理依頼いただけます。

★パソコンを落としてしまい、 液晶が割れた…
　→動産保障で修理をしたい︕

・動産保障を使用した際、自己負担金として

　必ず 5,000 円をご負担いただく必要あり。

自己負担金 5,000 円は生協が負担するため
修理にかかる負担額が少なくなります！

S

　（梱包につきましては、お客様にてお願いいたします。）

( 消耗品の交換などについては別途部品代をいただきます )

1 年生 A さん

Office のインストールがうまくいかない。

Office の体験版が入っているので

アンインストールした後、正しいもの

をインストールします！

1 年生は学内無線 LAN の設定や、Office などのソフトのインストール方法など、

パソコン操作についてのお問い合わせが多いです。ご不明点があればすぐに生協へ！

2 年生 S さん

使っていたら突然電源がつかなくなった。

リカバリ（ご購入時の状態に戻す）を

します。時間もかかるので、貸出機を

ご用意します！

学年を問わずご相談があります。リカバリをし、PC の設定を最新状態にしようと

すると、お時間がかかります。（パソコンの機能・性能によってかかる時間が変わってきます）

4 年生 T さん

修理に出したいが、オンライン講義ばかりで

学校に行く機会がない。

宅急便にてやり取りもしています。

加入者の方は、送料は生協負担します。

大学に直接持ってこなくても、送料負担無く修理依頼やサポートが受けられます。

オンライン講義が多くなった昨今では、宅急便での依頼が急増しています。

動作トラブル

パソコンが

起動しない

ウイルス削除

変なソフトが

入ってしまった

セットアップサービス

Office の

入れ方が

分からない

インターネットトラブル

学内の

無線 LAN へ

接続したい

データバックアップ

データの

バックアップが

したい

パソコン修理

液晶を

割ってしまい、

動産保障を

利用したい
受付件数受付件数

1 位
受付件数受付件数

2 位
受付件数受付件数

3 位

対応・修理

Windows

リカバリ＆

初期設定など

対応・修理

ソフトウェア

アンインストール

対応・修理

ソフトウェア

インストール

対応・修理

ネットワーク

設定

対応・修理

データ

バックアップ作業
（移行先メディア別）

対応・修理

動産保障

修理

技術料　20,000 円～ 5,000 円～ 20,000 円
技術料（作業量によって）

1 本あたり 2,000 円
技術料　ソフト

1,000 円～ 5,000 円
技術料（作業量によって）

5,000 円～ 30,000 円
技術料（作業量によって）

5,000 円
免責金（必ずかかります）

プレミアムサポートパック加⼊者なら 在学中全て無料︕
技術的なサポート
「何かおかしい…」

プレミアム
サポートパック

⽣協組合員価格

20,300円（税込）

・ ソフトの違法コピーなどには対応しません。
・ ファイル共有ソフトなどが⼊った PC のサポートはお断りする場合がございます。
・ ご⾃宅での出張サポートは対象外になります。
・ 消耗品の交換などについては別途部品代をいただきます

注意
事項
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