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PC必携�特別販売モデル
富⼠通、MSI、Appleの４製品を特別価格でご提供します

2 0 2 3年度 麗澤⼤学

富⼠通 �LIFEBOOK�UH08
(ピクトブラック／シルバーホワイト)

最軽量 ⼤容量バッテリー

MSI
MSI�Prestige13

コスパ重視 Macならこれ⼀択

PC購⼊申込期間
2⽉1⽇(⽔)�∼�4⽉30⽇(⽇)

⼊学予定者の⽅は、Web出願サイトのマイページ（「2.⼊学前の準備」ー「（2）PC

必携化について」をご参照ください

ご参考までに、PCの詳細・購⼊⼿続きは次⾴以降に記載しています（価格は特別価格と表⺬）

製品によって販売元が異なりますのでご注意ください

富⼠通(株式会社内⽥洋⾏)２∼６⾴、�MSI／Apple(加賀ソルネット株式会社）７∼14⾴

＊2023年度⼊学者向けの販売案内ですが、在学⽣の⽅も購⼊いただけます��特別価格についてのお問合せはこちらまでご連絡ください

販売元：株式会社内⽥洋⾏ 販売元：加賀ソルネット株式会社
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麗澤大学様 推奨パソコンのご案内

2023年度 新入生
キャンパスモデルノートパソコン
FUJITSU Notebook LIFEBOOK UH08

Copyright 2021 FUJITSU LIMITED

標準バッテリ 約728g~

大容量バッテリ 約857ℊ~

重さ

駆動時間最大

4年間

QAサポート無償 ※1
Intel第12世代CPU搭載(i5)

AIノイズ

キャンセリング機能

販売期間：2/1～4/30 
※販売詳細は裏面をご覧ください

4年間
動産補償付帯※2

※1 入学起算で4年後の3月31日までとなります。※2動産補償の詳細については、別途添付している動産補償制度のご案内をご覧ください。

＜シルバーホワイト＞＜ピクトブラック＞

※選択いただくモデルによって重さ、駆動時間共に変動致します。

先着100名様
マウスの

プレゼント！

標準バッテリ 約11h

大容量バッテリ 約29.5h

2



※3 重さは、平均値のため、各製品で異なることがあります。また、選択する仕様によって変わります。
※4 突起部は含みません。
※5 駆動時間は、JEITAバッテリ測定法Ver.2.0に基づいて測定した目安の時間です。選択したCPU、画面輝度や

省電力などの設定、ご利用のソフトウェアなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。
※6 落下テストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能をお約束するものではありません。

また、落下に対する修理対応は、無料ではありません。落下後は必ず点検・修理（有料）にお出しください。

13.3型のワイド画面ながら約728g～※3の超軽量を実現。
厚みもわずか約15.5mm※4で手に持ちやすく、カバンの中に
入れても場所をとらない、「新デザインの薄軽モデル」です。

通学・授業・就活にも
楽に持ち運べる軽さ、薄さ

主な仕様 ※7

筐体色 ピクトブラック / シルバーホワイト

基本OS※8 Windows 11 Home 

CPU 第12世代インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー

メモリ※9 8GB

液晶
ディスプレイ

13.3型 FHD (1920×1080）

SSD(PCIe) 256GB

USB Type-C
USB3.2 Gen2 x2 (標準バッテリ)
Thunderbolt4 ×2 (大容量バッテリ)

バッテリー
リチウムイオン電池 標準25Wh(標準バッテリ)
リチウムイオン電池 大容量64Wh(標準バッテリ)

通信 Wi-Fi6 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠

セキュリティ 指紋認証 (Windows Hello対応)（電源ボタン）

※7：一部の仕様のみ表記しています。仕様詳細や注意事項は予告なく変更となる可能性があります。

※8：Windows11Homeは、Microsoftの要件により、セットアップ時にMicrosoftアカウントが必須となります。

※9：本体内蔵のメモリの取り外し・メモリの追加増設はできません。 CPUによって選択できるモリ容量が異なります。

Webカメラ
HD Webカメラ内蔵（有効画素数約92万画素）
プライバシーカメラシャッター付

外寸 307×197×15.5 mm

本体質量

標準バッテリ
約728g～

大容量バッテリ
約857ｇ～

駆動時間

標準バッテリ
最大約11.0時間
大容量バッテリ
最大約29.5時間

■製品カタログキャンパスモデルノートパソコン

◆大容量バッテリ搭載時の重さは約857ｇ～※3になります。

重さ 約 728 g～

厚み 約 15.5 mm

コンセントが使えない教室や外出先のカフェ、フリースペースでも、
安心して使える長時間駆動です。

どこでも安心して使える
長時間駆動バッテリーの搭載

堅牢性アップ～液晶ユニットを
補強し落下耐力も向上

落下耐力25%UP。変形量、範囲ともに改善※6

最外部に板金設置し
ガラス部を保護

表面ガラス厚を約11%up
曲げ剛性：約1.4倍

板金の形状を変更し、
負荷集中ポイントを除去

23年春モデル20年春モデル

通話相手のノイズをカット
自分の周りの音もカット
ストレスフリーでオンライン授業に集中

AIノイズキャンセリング

<販売詳細>
販売期間：2/1～4/30 支払期限：4/30      
お届け時期
2月19日（日）までにご入金の方 3月中旬から順次ご指定先までお届け
3月8日（水）までにご入金の方 4月1日(土)までにご指定先までお届け
3月9日（木）以降にご入金の方 注文いただいてから1か月程度でお届け
コンビニ現金払い（一括払いのみ） https://ec1.u365.jp/11080306/member/CSfLogin.jsp
クレジットカード（分割払い可能） https://ec1.u365.jp/11060306/member/CSfLogin.jsp

長時間駆動

29.5 時間 ※5約
(タッチパネル非搭載、大容量バッテリー)

◆標準バッテリー搭載時の駆動時間は約11時間になります。

コンビニ現金払い
（一括払いのみ)

クレジットカード
(分割払い可能)
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ログインページ 利用規約への同意 登録情報入力・確認

STEP 1. ユーザー登録

STEP 2. ご注文

詳細についてはご注文時登録のメー
ルアドレスとU365マイページにてお知
らせします。入力してもらった指定住
所へ、個別配送とします。

お申込から商品お届けまでの流れ

項目を入力し、「確認画面へ進む」をクリッ
クし、確認画面で登録内容を確認の上、
「この内容で登録する」をクリックしてください。

～

利用規約に関して内容をご確認いただき、
「規約に同意して登録へ進む」ボタンをク
リックしてください。

～

「ID登録へ進む」ボタンをクリックしてください。

お支払方法選択

コンビニエンスストア払いもしくは、
クレジットカード払いを選択し、必
要事項を入力して「確認画面へ
進む」を選択してください。

クレジットは分割払いも可能です。

注文内容確認・注文確定

内容を確認して「上記の内容で注
文する」ボタンをクリックすると、注文
完了となります。登録したメールア
ドレス宛に注文完了確認のメール
が届きます。

１ ２ ３

５ ６ STEP 3. お支払

STEP 4. 御引渡し

コンビニ払いをご選択の場合、注文後
に送信される「注文確認書」メールに、
お支払時に必要な情報（受付番号
など）が記載されていますので、1週間
以内にお支払をお願いします。

※予めメールアドレス、受験番号（入学予定者）／学籍番号（在学生）をご用意ください

ログインページ

「購入サイトにログインする」ボタンを
クリックし、登録したユーザーアカウン
トのIDとパスワードを入力し、ログイ
ンしてください。

購入可能な商品が表示されて
います。購入したい商品の「商
品詳細を確認する」をクリックし
てください。

商品の仕様・制限事項・購
入時の注意事項説明等の
内容を確認の上、「注文す
る」をクリックしてください。

購入トップページ 商品選択 カート

ご注文商品を確認してくださ
い。商品を注文される場合
には[注文手続きへ進む]ボ
タンを、商品を追加する場合
には[トップページに戻る]ボタ
ンをクリックしてください。

４１ ２ ３
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【 破損 】
ボールペンをはさんで

閉じてしまったため
画面にひびが…

【 災害 】
火災・落雷でPCが

壊れてしまった

● 盗難や修理不能時および修理代金(税込)が補償限度額以上となり、修理しなかった場合

補償限度額をお支払いします。 ⇒  動産補償は終了

● 修理代金（税込）が補償限度額以上となったが修理をする場合

(修理代)-（補償限度額）＝ 超過分を自己負担いただきます

⇒  動産補償は継続

機種名 一修理毎の補償限度額（一事故あたり免責金額）

富士通製キャンパスＰＣLIFEBOOK UHシリーズ
(標準バッテリor大容量バッテリ)

個別にお渡しする同資料に記載しております

富士通学生専用電話サポート窓口（富士通学生専用モデルパソコンのサポート､故障や修理に関する受付窓口となります。

大学内ヘルプデスクにて、故障・修理代行受付を設けております。個別でのお問い合わせは、下記ダイアルにお電話下さい。）

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-933-327 受付時間: 9:00～19:00※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます

●本サポート窓口にお電話いただく場合は、あらかじめユーザー登録をお済ませください｡

●初めてお電話いただく場合は、ユーザー登録の確認を行います。このとき、お名前、電話番号、大学名、お使いのパソコンの型番と製造番号をお聞きする場合があります｡

●動産補償制度を適用した修理を行う場合は『修理受付問診票兼事故報告書兼委任状』のご提出が必要です｡

●『修理受付問診票兼事故報告書兼委任状』は株式会社ＦＴＩＳ（エフティス）のホームページ（http://www.e-ftis.com/）よりダウンロードが可能です｡

株式会社富士通トータル保険サービス 法人保険事業部 法人保険部 ＰＣ動産保険担当

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-774-822 受付時間: 10:00～16:00 (土日祝・年末年始を除く）

＊本ＰＣ動産補償は株式会社内田洋行が損害保険ジャパン㈱と動産総合保険契約を締結してご提供いたします｡

富士通製キャンパスＰＣ

動 産 補 償 制 度 の ご 案 内

1 特 色
● メーカー保証の対象とならない破損・火災・盗難・水濡れ等に対応
● 安心の4年間補償
● 下記３.で定めた補償限度額の範囲内であれば何度でも修理費用を補償

（事故毎自動復元） ※ただし、全損時（修理不能や修理代金（税込）が補償限度額以上となり修理しなかった

場合や、盗難は１回限りの補償となり、それ以降の補償は受けられません。

対象となる主な損害 対象とならない主な損害

・破損､過電流
・火災､破裂､爆発､落雷､風災､雪災､ひょう災
・水濡れ､洪水
・盗難 (置き忘れに伴う盗難は除く) ※注

◇部品交換を伴う修理に限ります
◇日本国内での偶然･急激･外来の事故に限ります
※注 「盗難届受理番号」申請が必要です

・故意､重過失
・紛失､置き忘れ(置き忘れに伴う盗難を含む)
・自然の消耗､劣化､腐食､さび､かび､変色

虫食い､擦傷､塗装の剥落､汚れ
・ソフト等の単独損害
・詐欺､横領､地震､噴火､津波
・故障(メーカー保証にて対応可)
・海外での事故 等

２ 補償範囲

３ 補償限度額 （補償期間: パソコン引渡日～2027年3月31日まで）

全損時の
補償例

動産補償に関するお問合せ

サポート・修理のお問合せ

【 盗難 】
PCを盗まれてしまった

【水濡れ】
PCにジュースを

こぼしてしまった…

４年間
がっちり補償

2023年
麗澤大学様
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サービス名 富士通製キャンパスＰＣ動産補償制度

対象製品 LIFEBOOK UHシリーズ（FMVUU8FUV4）

適用期間 パソコン引渡日 ～ 2027年3月31日

■補償内容

■補償概要

■本補償制度の失効・中止について
・パソコンが現物確認できない場合。（盗難を除く）

・お客様によりパソコンを改造されたものおよび改造にともなう物損の場合。

・ご購入者以外からのご請求の場合。（第三者へ譲渡・転売されたような場合）

・「修理不能」及び「全損・盗難事故」により当補償を受けた場合。

・当機器を補償対象とした別の保険に加入している場合で、既に保険金支払いを適用された場合。

・お客様が退学・除籍などの事由により同大学に属さなくなった場合。

※上記事由により本補償制度が失効した場合でも補償料金は返還いたしません。

■引受保険会社 ： 損害保険ジャパン株式会社

■盗難等保険金請求窓口

盗難や火災等、全損の場合は富士通トータル保険サービスまでご連絡ください。

・盗難の場合、最寄り警察へ届出（受理番号の取得）が必要です。（※）

・火災の場合、消防署にて罹災証明書の入手が必要です。

■補償の対象にならない場合 （以下の損害に対しては補償の対象になりません）

（ア）直接・間接を問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害

（イ）直接・間接を問わず、差し押さえ、没収、徴発、破損など国または公共団体の行使によって生じた損害。

ただし、火災消防や避難に必要な処置によって生じた損害は、この限りでありません。

（ウ）直接・間接を問わず、対象パソコンの磨耗、使用による品質もしくは機能低下、虫害、ねずみ喰いまたは性質によるむれ、かび、変質、さびもしく

は腐食によって生じた損害および機能に影響のない外観上のキズ、症状の出ない不良など。

（エ）燃料物質 （使用済み燃料を含む。以下同様）もしくは核燃料物質によって汚染された物質（原子核分裂生成物を含む）の放射性、揮発性その他

の有害な特性によって生じた損害またはこれら特性による事故に随伴して生じた損害。

（オ）上記（エ）に規定した以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害。

（力）補償対象者もしくは補償対象者以外の補償を受け取るべき者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損害。

（キ）対象パソコンの使用もしくは管理を委託された者または補償対象者と生計を共にする同居の親族の故意によって生じた損害。

ただし、補償対象者に補償を取得させる目的でなかった場合は、この限りではありません。

（ク）対象パソコンに加工（修理を除く）および改造を施した後に生じた損害。

（ケ）対象パソコンに対する修理、清掃などの作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。

（コ）外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害。

ただし、これらの事故によって火災（焦損害を除く）または破裂・爆発が生じた場合は、この限りではありません。

（サ）詐欺または横領にかかったことによって生じた損害。

（シ）紛失または置き忘れによって生じた損害。

（ス）地震、噴火もしくはこれらによる津波によって生じた損害。

（セ）メーカー保証書記載の有償修理事項等

（ソ）海外で生じた損害。

（タ）規定の修理先以外で修理を行った場合の費用。

項目 内容 備考

過失事故時
補償限度額

1～4年目 補償限度額

メーカー保証の対象とならない過失事故等による修理について、部品代、

修理技術料、消費税を左記補償限度額まで補償いたします。 ※1.2

・同一機器で修理可能であれば修理回数に制限はありません。

・補償限度額を超過した分の費用はお客様負担となります。※3

盗難や修理不能あるいは修理費用(税込)が左記補償限度額以上となり修理し

なかった場合には、左記補償限度額をお支払いします。※4

なお、補償金をお支払いした時点で、本補償制度は終了いたします｡

免責金額 なし 修理費用が上記補償限度額内であれば自己負担はございません。

故障 ４年間メーカー保証 詳細はメーカー保証書をご確認ください。

※1．あらかじめ指定する修理窓口を通じて修理を依頼していただいた場合にのみ対象といたします｡
※2．対象機器はパソコン本体及びACアダプタであり、その他付属品については補償対象外となります。
※3．修理金額が補償限度額を超える場合は、修理前に別途お見積りをご提示いたします。

お支払いは修理窓口への直接支払いとなります。

※4．紛失による遺失物届は補償対象外となります｡

また、置き忘れを原因とする盗難は、盗難届の受理に関わらず補償対象外となります｡
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※ ご提供いただいた個人情報は当社にて厳重に管理し、当社の業務の範囲内でのみ利用させていただきます。詳細に関しましては、Webの個人情報保護方針をご覧ください。

����-���-���

下記URLにアクセスし、学校認証コードをご入力ください。

お届け日：

購入申込サイトURL：https://store.kgem.co.jp/auth

※対応ウェブブラウザ：Microsoft EdgeおよびMozilla Firefox 、Safari 、Google Chromeの最新バージョン
※スマートフォン：Apple Safari、Android Chromeの最新バージョン

ご入金日：����年�月�日～�月�日まで
�月中旬から順次発送し、ご指定先まで�~�週間程度でお届け
�月中旬から順次発送し、ご指定先まで�~�週間程度でお届け

ご入金日：����年�月�日以降

※上記申し込み期間にご注文及びご決済をお願いいたします。申込期間

reitaku-u-support@solnet.ne.jpメールでの
問い合わせは

販売元・製品購入に関するお問合せ先 ※ 学校・授業などに関するお問い合わせはこちらでは受け付けておりません。

学校向け特別販売サイト

Academico Navi

東日本　〒���-���� 東京都中央区八丁堀�-��-�� 八丁堀プラザビル�階
西日本　〒���-���� 大阪府大阪市中央区南船場�-�-� 加賀ビル�F加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー

※納期に関しては販売サイトのNEWS（お知らせ）をご確認ください

麗澤大学

����年春
ご入学の皆様へ

学校推奨ノートパソコン販売のご案内 

※生産状況等により、商品のお届けに遅延が発生する場合がございます。 予めご留意の上、ご注文をお願いいたします。

MSI
Apple

����年�月�日以降順次発送し、ご指定先まで�~�週間程度でお届けMSI Apple

����年�月�日(水)までにご決済いただいた学生様には、
����年�月�日(土)までにご指定の納品先にお届けいたします。

����年�月�日（水）~�月��日（日）

※認証コードをメモに控えておくなど、お忘れにならないようご注意ください。

下記URLもしくは、右記QRコードより専用フォームにて名前・
メールアドレスを入力して送信していただけると、入力した
メールアドレスに「学校認証コード」を送付いたします。

 https://forms.office.com/r/tU�HLh��b�

学校認証コード取得について

※製品は佐川急便にて
　配送致します。 
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※実際のデザインはパンフレットの画像と異なる場合があります。推奨教材一覧

免責事項：本プログラムの内容に関して、価格・スペックが変更となる場合がありますので、最新の情報はECサイトにてご確認ください。

学校推奨

��.�
インチ

 

補償期間

在学期間中適用4年

麗澤大学 MSI Prestige �� キャンパスモデル�年保証セット

�年付き安心の延長保証

Windows
11

CORe
i5

対象となる主な損害
保証対象外の突発的なアクシデントによる故障に対応。
※盗難は保証対象です。

落下・破損 交通事故落雷火災 雪災・風災水濡れ 盗難

メーカー保証対象外の
落下・破損・盗難にも対応しているから

安心です！

M1Mac 
OS

OS

Windows 
�� Home

CPU

インテル®
CoreTM i�

メモリー

�GB

SSD

���GB

WEB
カメラ

○

BLUE
TOOTH

○

質量

���g

サイズ

W:���mm
D:���mm
H��.�mm

［保証対象外］
●紛失による損害。●地震、津波・噴火による損害。●故意、重過失に夜損害。●改造、分解。清
掃等による故障。●機能上、支障のない傷、錆、へこみ等。●付属品（消耗品を含む）の故障。

問い合わせ先：エムエスアイコンピュータージャパン株式会社
TEL：��-����-���� 受付時間��：��～��：��（土・日・祝日は除く）
 Mail:supportjp_houjin@msi.com　　

安心の延長保証（�年）
万が一の破損、水濡れや天災による破損にも対応した
サービスです。パソコンを長くご利用いただくためにおす
すめのサービスです。

学校推奨

��.�
インチ

麗澤大学 Apple MacBookAir キャンパスモデル�年保証セット

�年付き安心の延長保証

安心の延長保証（�年）

OS

macos

CPU

Apple M�
チップ
�Core

GPU内蔵

メモリー

�GB

SSD

���GB

Web
カメラ

○

Blue
tooth

○

質量

�.��kg

サイズ

Ｗ: ���.�mm
Ｄ: ���.�mm
Ｈ: ��～��.�mm ※修理の受付はお電話もしくはメールにて修理窓口（クロネコ保証窓口）へお問い合わせ下

さい。故障機は宅急便にてお引取りし修理後はご希望住所へご返却します。

自然故障

物損保証限
上
証
保

�年目 �年目 �年目 �年目

メーカー保証�年

���％ ���％ ���％���％

修理上限���％

延長保証サービス（自然故障＋物損＋盗難）［都度上限金額回復］

落下・破損 交通事故落雷自然故障 火災 雪災・風災水濡れ 盗難

物損故障に強い！

 保証上限が回復！
POINT

1

POINT

2

�年目で物損での保証が履行された場合でも、修理金額が
保証上限を超えなければ都度、上限���％に回復します。

弊社の延長保証サービスの特徴は、自然故障だけでなく
破損・水濡・火災・落雷等に対して、無償での修理を提供し
ます。盗難も保証（警察での盗難届の受理が必要です。）

［保証対象外］
●自然の消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の製品の劣化。　●地震・噴火・津波に起因する故障。 　
●戦争・紛争・暴動に起因する損害。　●改造及び清掃等に起因する故障。　●故意及び重過失に
よる損害。　●商品の機能上、支障のない傷やヘコミ等。　●国外で発生した事故。　●全損扱い
及び代替品が提供され保証が終了した後の事故及び故障。　●紛失

ECサイトでご確認ください 特別価格

ECサイトでご確認ください 特別価格

保証の登録について....
PCに同梱している

登録用紙＋Web登録
が必須となります。
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特別販売サイトの利用ガイド

S T E P

01
S T E P

02

S T E P

03
S T E P

04

S T E P

05
S T E P

06

■運営会社　加賀ソルネット株式会社 EM カンパニー

Academico Navi

購入案内チラシから
学校認証コード入力で販売サイトへ

希望する商品を選び
カートへ入れる

ご希望の商品の画像もしくは商品名をクリックして

カートへ入れてください。

氏名／住所／電話番号／学校名／メールアドレス／パス

ワードなど必要事項を入力してMyページの仮登録をしてく

ださい。ご登録メールアドレスに本登録用URLを記載した

メールが送られてきますので、URLをクリックして本登録を完

了してください。

ご注文者様情報を入力し
My ページを作成する

お支払い方法を選び
注文を完了する

お支払い方法をお選びいただき、「注文する」ボタンをクリッ

クしてください。登録いただいたメールアドレスに注文メー

ルが送信されます。注文メールに記載されている内容をご

確認の上ご入金ください。

［支払方法］

●銀行振込　●コンビニ決済　●分割払い

※お支払い方法は販売サイトにより異なる場合がございます。

予めご了承ください。

お客様からのご入金の確認が取れ次第、ご購入商品の手配

を開始いたします。

ご入金確認後、
商品手配を開始します

ご注文商品の
お届けについて

ご注文及びご入金確認後、ご希望お届け先に納入いたしま

す。メーカーの生産状況や交通状況などにより、通常よりも

お時間をいただくことがございます。詳細についてはMy

ページをご確認ください。

※Myページ登録をしないと商品のご購入はできません。

銀行振込 コンビニ決済 分割払い

※納期について大幅な変更が入る場合はEC販売サイトの

Newsにてお知らせいたします。

購入学校認証コード
学校認証コード

Myページ

QRQR

https~~

xxxx
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右記サイトより、購入などに関する詳細な
「よくあるご質問」が記載されていますので

ご覧ください。

よくあるご質問

■運営会社　加賀ソルネット株式会社 EM カンパニー

Q Myページに登録をしましたがメールが届きません。また注文後のメールが届きません。

Q 銀行一括払いで振込人名を学生本人では
なく、親の名前で振り込んでしまいました Q 信販会社分割払いの申込みは、

学生の名前でもできますか？

Q 支払方法を変更したいのですが。

Q 領収書の発行はしてもらえますか?

Q 支払期限が過ぎてしまいました。

Q 引越すので届け先住所を
変更したいのですが。

https://store.kgem.co.jp/user_data/faq

当サイトからのメールが届かないお客様へ
メールが届かない場合は、下記項目についてご確認をお願いいたします。
■メールアドレスのご確認
ご入力されたメールアドレスをご確認ください。誤ったメールアドレスをご入力された場合、当社からのメールをお届け
することができません。
■フリーメールをご使用のお客様
フリーメール（ヤフーメール・ホットメール・Gメール・MSN等）をご使用の場合は、迷惑メールフォルダおよびゴミ箱の
フォルダもご確認ください。
■携帯電話のアドレスをご利用のお客様
携帯のメールアドレスのご使用の場合、 「@solnet.ne.jp」「@kgem.jp」からのメールを受信できるように受信ドメイン
の設定をお願いいたします。受信ドメインの設定の仕方は各携帯電話会社の設定をご確認ください。
※銀行振込（バーチャル口座）の口座情報メールは、「sendonly@epsilon.jp」から送信されます。

ご注文いただきましたお客様お一人お一人に異
なった口座番号を割り振っています。正しい口座番
号にお振込みくださいましたらお申込者様以外の
ご名義でも必ず確認が取れるようになっておりま
す。

満��歳以上であれば学生様のお名前でもお申込
みいただけますが、一定のご収入があるご両親様
のお名前でお申込みいただく方が審査がスムーズ
に進む可能性が高くなります。

ご注文後、お支払い方法を変更することはできかね
ます。大変お手数ですが、再度ご注文をお願いいた
します。なお、お支払い前のご注文は支払い期限に
なりますと自動的にキャンセルとなりますので、そ
のままでかまいません。

領収書は商品出荷完了後、Myページから発行手
続きができます。

お支払いの期限が超過いたしますと自動的にご注
文はキャンセル扱いとなりますので、再度ご注文を
お願いいたします。
※銀行振込（バーチャル口座）・コンビニ決済のお

支払い期限：注文日から�日以内

Myページのご注文履歴の「詳細を見る」からのみ、
お届け先を変更することができます。なお、出荷状
況が出荷可能になると、お届け先の変更はできか
ねます。
※「登録情報編集」から商品のお届け先は変更さ
　れませんのでご注意ください。

メールが届かない場合は、こちらのサイトもご確認ください。 https://store.kgem.co.jp/user_data/mailinfo
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動産保証による補償範囲

保証対象外の突発的なアクシデントによる故障に対応！

風災 ・ 雪災落雷 盗難

水濡れ 火災落下 ・ 破損
交通事故

盗難

動産保証対象外
紛失 地震 ・ 津波 故意 ・ 重過失 改造 ・ 加工 自然消耗 ・ 錆 付属品 二次災害

・ 紛失による損害。

・ 地震、 津波、 噴火による災害。

・ 故意、 重過失による損害。

・ 改造、 分解、 清掃等による故障。

・ 機能上、 支障のない傷、 錆、 へこみ等。

・ 付属品 ( 消耗品含む ) の故障。

動産保証サービス
万が一の破損 ・ 水濡れや天災による破損にも対応したサービスです。

パソコンを長くご利用いただくためにおすすめのサービスです。

麗澤大学 様
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MSI 学校法人専用お問い合わせ
修理 ・ 動産保証サービス ・ 技術サポートに関する窓口

▶ エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

電話 ： 03-5829-8788 メール ：

FAX ： 03-5829-5772 営業時間 ： 10:00 ～ 17:00( 土 ・ 日 ・ 祝休み )

●お問い合わせの際はお名前、 電話番号、 学校名、 お使いのパソコンの型番とシリアル番号をお伝えください。

supportjp_houjin@msi.com

動産保証の補償上限金額について
各年度における補償上限金額 （保証期間 ： 2023 年 4 月 1 日 ～ 2027 年 3 月 31 日まで）

※ MSI 動産保証サービスの詳細はコチラからご確認できます。

製品型番 補償上限金額

Prestige 13 シリーズ EC サイトでご確認ください

修理受付フロー

・ メールまたは FAXにて修理
　窓口へお問い合わせください。
・ 製品シリアル番号を事前に
　お控えください。

・ 受付完了後、 メールまたは
　FAXにて修理番号を
　ご案内いたします。

・ 運送会社が修理希望の
　製品を引き取りに伺います。
・ 修理希望の製品をドライバー
　までお渡しください。

・ 修理対応をいたします。
　修理作業完了次第、 迅速に
　製品をご返却いたします。
・ ご指定の返送先に
　お届けいたします。

修理問い合わせ

修理受付

修理受付

番号発行
修理品引き取り

修理完了後

修理品お届け

１００％

◆ 保証期間 （4 年制の学部 ・ 学科の場合） ◆ 動産保証使用時の一例

※上記の図は、 4 年制 学部 ・ 学科かつ補償上限金額が 115,000 円のケースの参考例となります。

修理代
0 円

補償限度額

115,000 円

1 年目 ２年目

補償限度額

100,000 円

修理代
15,000 円

３年目

修理代
0 円

補償限度額

115,000 円

4 年目

補償限度額

100,000 円

修理代
15,000 円

1 年目

１００％

２年目

１００％

３年目

１００％ １００％１００％１００％

4 年目

安心の４年間しっかり補償
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延長保証サービス
都度上限金額回復
盗難補償付

あなたの大切なパソコンを守ります！

落下・破損

交通事故落雷

自然故障 火災

盗難

水濡れ

雪災・風災

お問い合わせフォーム

販売元・お問い合わせ先

東日本　〒���-���� 東京都中央区八丁堀�-��-�� 八丁堀プラザビル�階　TEL:��-����-����
西日本　〒���-���� 大阪府大阪市中央区南船場�-�-� 加賀ビル�F　 　　TEL:��-����-����

acr@solnet.ne.jp加賀ソルネット株式会社　EMカンパニー

保証対象外
地震・津波 誤使用 改造・加工 自然消耗・錆 付属品 二次災害

●自然の消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の製品の劣化。
●故意及び重過失による損害。
●地震・噴火・津波に起因する故障。
●商品の機能上、支障のない傷やヘコミ等。

●戦争・紛争・暴動に起因する損害。
●国外で発生した事故。
●改造及び清掃等に起因する故障。 
●全損扱い及び代替品が提供され保証が終了した後の事故及び故障。

メーカー保証対象外の
突発的なアクシデントによる故障に対応！

自然故障 ＋ 物損故障 ＋ 盗難補償

安心です！

年間
4

Mac対応の保証
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修理受付/盗難受付窓口

05’

お 電 話 もしく
はメールにて
修理窓口へお
問 い合 わ せく
ださい。

クロネコ保証窓口 受付時間：��：�� ～ ��：��（日曜 ・ 祝日休）

01
修理問合せ

メール・FAX・郵
送のいずれか
で修理依頼書
が送付されま
すので、お受け
取りください。

02
修理依頼書受取

ヤマト運 輸 が
修理品の引取
りに伺います。

03
修理品引取

修理品に修理
依頼書を同梱
の 上 、ドラ イ
バーにお渡し
ください。

04

『 代 替 品と交 換 』か
『差額負担での修理

実施』のいずれかを
お選びください。

04’

修理品引渡し

対応方法選択

保証限度額内

修理対応をい
たします。➃修
理品引渡しか
ら通常��日前
後 ※ で 返 却 い
たします。
※状況により変動

05
修理

代替品
受取

修理依頼書に
ご記載いただ
いた返送先ご
住所に修理完
了品をお届け
いたします。

06
修理完了品

保証限度額超過

差
額
負
担
で

修
理

代
替
品
と

交
換

代替品を送付し
ますので、お受
け取りください。

※「差額負担で修理」、「代替品と交換」は、対応後に保証契約は失効となります。※「差額負担で
修理」の修理完了品、「代替品と交換」の代替品で延長保証に入りなおすことはきません。

保証窓口にご
連絡ください。

02
盗難連絡

※代替品提供の対応後に保証契約は失効となります。

保証窓口で状
況を確認いた
します。

03
状況確認

保証窓口で盗
難届の確認を
いたします。

04
盗難届の確認

お客様で盗難届
を警察にご提出
いただきます。

05
盗難届の提出

代替品をお送
りいたします。

06
代替品提供

盗難の場合

最寄りの警察に
て盗難届を申請
してください。

01
盗難届け

保証期間はメーカー保証開始日より�年間となります。自然故障に関しては、メーカー保証が終了した時点から保証開始とな
ります。物損に関しては、メーカー保証の対象となりませんので、本保証開始日からの保証開始となります。

保証期間

自然故障

物損保証

�年目 �年目 �年目 �年目

メーカー保証�年 保証期間�年間

保証期間�年間

●自然故障＝「製品購入金額（税込）」
●物損保証＝「製品購入金額（税込）」を基準に上限回復。一回の修理で保証限度額を超えない限り、何度でも修理できます。
 　　　　　　盗難も保証（警察での盗難届の受理が必要です。）
例：１年目で物損での保証が履行された場合でも、修理金額が保証上限を超えなければ都度、上限���％に回復します。

保証上限

修理・盗難受付の流れ

自然故障

物損保証

�年目 �年目 �年目 �年目

メーカー保証�年 修理上限���％

���％ ���％ ���％ ���％

����-���-���� dts@kuroneko-hosho.jp
保険加入者情報の確認
➀機種名
➁シリアルナンバー　
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