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168,000
円(税込)

「McAfee LiveSafe」
4年分搭載で安全！

※ĉఈฅ������ఈ���ȇȅ�����

※DVDドライブ未搭載のため必要な場合は
外付けDVDドライブを別途購入が必要です。

重さ 約916 g

厚み 約15.5mm

②充実なサポートで4年間安心

パソコン故障時に大学窓口で修理受付・返却を行えるため便利！
パソコンに関する相談は、富士通学生専用窓口にて4年間無償対応。手厚くサポートいたします！

2022年3月末まで無償修理します。
メーカー補償対象外の水漏れ・液晶割等に
自己負担金「０円」で最高１２.７万円まで補償

【例】
・ジュースをこぼして電源不良
・通学中に落として液晶割れ

①4年間のメーカー保証と動産保険付

③Office Home and Business Premium搭載

レポートからプレゼン資料作成など
学生生活の様々なシーンで活用！
社会人も必須ツールのOfficeを搭載！

④ウィルス対策ソフト搭載

通学・就活にも、楽に

持ち運べる軽さ・薄さ

駆動時間 約17時間

バッテリ�І༈ฏ

丸々１日使える

♪

<アーバンホワイト> <サテンレッド>

ご購入の方に

ワイヤレスマウスを

プレゼント♪
※数に限りがあります

富士通製13.3インチノートPC

FMV LIFEBOOK UH75



株式会社富士通マーケティング
ąą�༂܈ഇȆԅआ	 文教営業部

UH75
項目 仕様

型名 ��������ฏFMVU75CUV1 ������ฏFMVU75CUV3
OS Windows 10 Home (64bit)
CPU コア数／スレッド数 第8世代 インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (4コア／8スレッド)
メモリ 8GB
SSD 256GB-SSD 
ドライブ 無し ※外付けドライブ別途購入の場合、USB端子にて外付け可能
ディスプレイ 画面サイズ／ई�ฅ 13.3“ワイド ई�ฅ1,920×1,080 タッチパネル無

通信機能
有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠
Bluetooth Bluetooth v4.1準拠

キーボード ピッチ／ストローク 1.5mmストローク／19mmピッチ

インターフェース

外部ディスプレイ HDMIą༂×1

ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ・ﾏｲｸ・ﾗｲﾝ端子
φ3.5mmステレオ･ミニジャック

(マイク･ラインイン･ヘッドフォン･ラインアウト･ヘッドセット兼用端子)

USB
USB3.0 Type-A×2(左側面×1(電源オフUSB充電機能付き)、右側面×1)、

USB3.1(Gen1)Type-C×1(左側面×1(USB Power Delivery対応)

カメラ Webカメラ内蔵（有効画素数約92万画素)

SDカードスロット SDカード (UHS-II対応）

セキュリティ 有

バッテリ駆動時間 (JEITA2) 標準 約17時間(4セル)

外形寸法 ※突起部除く 309×212.5×15.5mm（突起部含まず）
ĉĉ(ODD搭載時) 916g
Office Office Home and Business Premium
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第8世代 インテル® Core™

i5 プロセッサー(4コア/8ス

レッド)で作業もラクラク！

安心の丈夫な設計 最新技術

実用性のあるレイアウト
設計で、限られた学習
スペースでも、効率よく
使えます！

使いやすい
コネクタレイアウト

設計から組み立てまで
安心の国内生産モデル

国内生産

【問合せについて】

ଆฅഅ༂༂༂ଅ

事業部 事業課
TELฏ0798-45-3522 ※お問い合わせにつきましては別紙「パソコン購入方法のご案内」をご覧ください

日経パソコンEdu 教材搭載

767m

移動の多い学生生活を想定し

た

厳しい試験をクリア

満員電༂などの圧迫を想定した
200kgfの圧迫試験

自転༂�の振動を想定した
連続振動試験

机などからのЈ下を想定した
76cmのЈคਈ験

手や肘をついてしまったなどの圧迫を
想定した35kgfの1点加圧試験

200kgf

35kgf

就職活動に役立つ資格取得
（ＩＴパスポート）やメール等の
ＩＴスキルを学習できる日経
パソコンEduのアクセス権を
4年分搭載！

コアとは、CPUą	���༆ଇഈ��������Ѕ؆�
ąЇ���༄आ̅༄���Ԇ�����Ԇࠅ����Ѕ؆�
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学生生活に最適な仕様



【購入申込書の到着】・【指定口座へのお振込み】の2点が確認され、お手続き完了となります。【購入申込書の到着】・【指定口座へのお振込み】の2点が確認され、お手続き完了となります。

2018年度

取扱店 :株式会社富士通マーケティング

売 主 :富士通エフ・オー・エム株式会社

武庫川女子大学の皆さま

武庫川女子大学オリジナルアカデミックパソコンの購入方法についてご案内いたします。
本パソコンには在学中安心してご利用していただけるようにメーカー保証に加え、動産総合保険（詳細は、２０１8年富士
通製キャンパスＰＣ動産補償制度のご案内をご参照ください。）により、万が一の破損、火災、盗難、落雷等による事故も
限度額の範囲で補償いたします。
パソコンの詳細については、同封されているパソコンご案内チラシをご確認ください。

お申込の手順について（手続きが完了していない方は商品の準備ができませんのでご注意ください）

購入を希望される方は、下記手順にて手続きくださいます様お願いいたします。

なお、パソコンにつきましては完全受注生産となるため、お手続き完了後のキャンセルは一切お受けできませんので

ご注意ください。分割払いをご希望の方は、裏面の「分割払いについて」をご参照ください。

「購入申込書」記入
商品をご選択の上、別紙「購入申込書」に必要事項をご記入ください。

※必要事項にਈ༂༆れがないようにお願いいたします。

お申込ついて

商品のお引渡し 【引渡方法】宅配便

宅配便：手続き完了後、約３週間後を目安にご指定場所に宅配便で送付します。
＊お届け日はあくまで目安となります。お届け予定日確定後、郵便にて納品予定日について別途お知らせいたします。

＊締切間際にお申し込みいただいた際には、注文が集中するため、お引渡し、お届けまでにお時間を要することがございますので、

あらかじめご了承ください。

＊初回配送は2018年2月中旬以降を予定しております。

■購入申込書受付期間

２０１７年１２月４日（月）～２０１８年４月２８日（金）必着

①お振込
上記期限内に下記口座にお振込ください。

【お 振 込 先】 みずほ銀行 内幸町営業部 普通 1543650

フジツウエフ．オー．エム（カ

【お振込金額】 購入申込書記載の金額

【振 込 名 義】 購入申込書記載のお申込者様名義もしくは保証人様名義でお振込みください。

※専用の振込用紙はございません。

※金融機関窓口、ATM機、ネットバンキングでお申込ください。（詳細は振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください）

※振込手数料はお申込者様負担でお願いいたします。※お申込時の受領書、明細書等はお手元に保管してください。

②購入申込書郵送
振込後、「購入申込書」をご郵送ください。

※送付用封筒は武庫川女子大学事業部にて配布しております。遠方の方はお手数ですが、直接以下

宛先にお送りをお願いいたします。
富士通エフ・オー・エム株式会社 公共ビジネス事業部 公共サービスグループ 大棹宛 TEL：03-5401-8462

〒105-6891 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー14Ｆ



分割払いについて

お問い合わせ先について

動産総合保険について

お申込後のキャンセルについて

購入申込

●申込書記入方法に関すること
●お支払いに関すること
●お手続きに関すること

パソコン仕様関連

●パソコンのスペックや仕様に関すること

●メーカー保証等に関すること

パソコン補償制度に関するお問い合わせ

●パソコン補償制度に関するお問い合わせ

【売主】 富士通エフ・オー・エム株式会社 代表取締役社長 大森 康文
〒105-6891   東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー

公共営業部 TEL : 070-4113-9718

（受付時間: 月曜日～金曜日 午前9時～12時 午後1時～5時）

（ただし、国民の祝日に関する法律に規定する日、1月2日、3日及び5月1日、2日、12月28日～31日を除く。）

お問合せ先：富士通エフ・オー・エム株式会社

担 当：キャンパスPC販売担当

T E L ：070-4113-9718

受 付 日 ：土日祝日及び12/28-1/3、5/1-5/2を除く平日

受 付 時 間 ：9時～12時、13時～17時

お問合せ先：株式会社富士通マーケティング

担 当 ：宮田 Ｍ Ａ Ｉ Ｌ ：ta-miyata@jp.fujitsu.com

受 付 日 ：土日祝日及び12/28-1/3、5/1-5/2を除く平日

受 付 時 間 ：9時～12時、13時～17時

個人情報のお取扱いについて

この度ご提供頂きました個人情報は、弊社における顧客管理のために、動産総合保険業務、パソコンの補償サポート業務に利用させて頂
く目的で、下記記載の４社のうち、利用目的に応じ必要な提供先にのみ提供することとし他の目的には利用いたしません。
これらの情報につきましては厳重な管理の下で保管させて頂き、提供先以外の第三者に漏洩することはありません。

尚、ご本人様の個人情報に関する開示請求および開示後の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供停止の請求
については、下記【お問合せ先】までご連絡ください。

提供先 利用目的

富士通株式会社 パソコンの保証サポート窓口運用業務（修理受付等）

株式会社富士通マーケティング パソコンの保証サポート（修理等）

株式会社富士通トータル保険サービス 動産総合保険業務

株式会社オリエントコーポレーション 割賦契約業務／分割払審査

弊社の個人情報保護方針につきましては 弊社ホームページ （http://jp.fujitsu.com/group/fom/privacy/）をご覧ください。

お問合せ先：株式会社富士通トータル保険サービス

担 当：ＰＣ動産補償制度担当

T E L ：06-6920-5897

受 付 日 ：土日祝日及び12/28-1/3、5/1-5/2を除く平日

受 付 時 間 ：9時～12時、13時～17時

今回のパソコン販売は、大学での授業等でご利用頂くことを前提としている為、完全受注生産とさせて頂いております。
契約成立後のキャンセルはお受けできませんのでよくご検討のうえお申込をお願い致します。

（例「入学を取りやめた」、「実機を受け取ったが気に入らなかった」・・・など）

パソコンには4年間の動産総合保険がついており、メーカー保証外の事故や盗難など万が一の場合でも、
修理代金等が補償されますので安心です。（但し、在学期間中に限ります）
詳細は、「２０１８年富士通製キャンパスＰＣ動産補償制度のご案内をご参照ください。」をお読みください。

分割払いをご希望の方は、下記掲載の富士通エフ・オー・エム株式会社までお問い合わせください。申込方法についてご案内いたし
ます。なお、審査などで手続きに2週間ほどかかりますので、お早めにお問い合わせください。



富士通エフ・オー・エム株式会社 御中

下記の通り、武庫川女子大学オリジナルアカデミックパソコン購入を申込みます。

Ⅰ. お申込者様、保証人様の情報をご記入ください。

申込日 年 月 日

お申込者

ご入学

予定者

お
名
前

フリガナ

ご
住
所

フリガナ 電話番号

□□□-□□□□ 自宅）

携帯）

保証人

ご同意欄

お
名
前

フリガナ 印 続柄（□にレを）

印
□父 □母

□他（ ）

ご
住
所

フリガナ 電話番号

□□□-□□□□ 自宅）

携帯）

学部・短期大学、お申込者様、保証人様情報のご記入・ご捺印をお願いいたします。

ご記入に不備がありますと、お申込をお受けできない場合がございます。

武庫川女子大学オリジナルアカデミックパソコン購入申込書

Ⅰ. お申込者様、保証人様の情報をご記入ください

記入ご捺印のうえ、必ず返信用封筒にてご返送ください

3P目の「ノートパソコン購入方法のご案内」を

ご確認ください。

お手続き期間

お申込いだたく、申込プランの選択をお願いします。下記に記載のないプランはお申込できません。
※申込みの□にレ印をいれてください。

割賦の場合は、備考欄に「割賦希望」と記載してください。別途ご案内を郵送いたします。

申込み 申込プラン パソコン型番 支払方法 金額（税込） 備考

□ 01
ノートパソコン白

（LIFEBOOK UH75）
振込 ￥１６８，０００

□ 02
ノートパソコン赤

（LIFEBOOK UH75）
振込 ￥１６８，０００

Ⅲ. 申込プランの選択をお願い致します

※お客様にて、本申込書の控え（コピー）を保管ください。

学部、短期大学を必ず選択してください。

学
部

□ 文学部 □ 音楽学部 □ 短期大学部

□ 健康・スポーツ科学部 □ 薬学部 □ その他（ ）

□ 生活環境学部 □ 看護学部

Ⅱ.配送先の記入をお願い致します

配送先の記入をお願いします。
※下記のいずれか１つの□にレ印をいれてください。

□ お申込者（ご入学予定者）様住所と同じ

□ 保証人様住所と同じ

□ その他

〒

住所：

電話番号：





■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にません） 
 
（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、この限にであにません。 
（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、この限にではあに 
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、この限にではあにません。 
（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）台風・集中豪雨・高潮等によって生じた洪水による損壊や水濡れ損害。 
（セ）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。 
（ソ）メーカー保証書記載の有償修理事項等 
（タ）海外で生じた損害。 
（チ）規定の修理先以外で修理を行った場合の費用。 
 
 
■本サービスの失効・中止について 
 

下記の場合、本サービスの継続を中止または失効といたします 
・パソコンが現物確認できない場合。（盗難を除く） 
・お客様によに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「全損事故」によに当補償を受けた場合。 
・お客様が本サービスの利用中止を希望される場合。 
・お客様が退学・除籍などの事由によに同大学に属さなくなった場合。 
・対象商品を補償対象とした各種損害保険に別途複数加入している場合で、対象商品に生じた損害に対し 
既に保険金支払いを適用された場合。 

 
 

■修理依頼先および動産補償制度についてのお問い合わせ先 
 

対象パソコンをお買い求めおよびお引渡しの窓口にご相談ください。 
※この補償制度は、対象パソコンをお買い求めおよびお引渡しの窓口に修理依頼された場合のみ対象となります。 

 
＜当該補償制度のお問い合わせは＞ 

 
株式会社富士通トータル保険サービス ＰＣ動産補償制度担当 

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見２－２－６ 富士通関西システムラボラトリ内 ２Ｆ 

☎０６－６９２０－５８９７（９時～１７時／土日祝・年末年始を除く） 

 

以上



一括払いの皆様へ

一括払いにて金融機関窓口でお振込みいただく際には振込名義人の方（学生様）とお手続

きされます方（保証人様）の本人確認書類をご用意ください！（運転免許証、健康保険証、

パスポートなど）

●2007年1月4日から本人確認手続きに関する法令の改正（※①）により、金融機関において10万

円を超える現金（※②）の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。（ATM

では、10万円を超える現金の振込ができません）。

●10万円を超える現金振込みの際には、振込みの手続きを行う方と振込名義人様の本人確認書

類（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用くださ

い。

※①マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。

※②現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。

（口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合は、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。）

●本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金によるお振込みがで

きません。

●保証人の方などが、振込名義人（学生様など）に代わって振込みの手続きを行う場合には、金融

機関では、振込み 目的をお尋ねすることがあります。

●詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。

振込方法 10万円超の振込
10万円超の振込 振込みされる方、口座名義が･･･

学生様本人 代理人（保証人様）

ATM

現金振込 ×取扱い不可 ×取扱い不可 ×取扱い不可

金融機関
キャッシュカード ○取扱い可

通常通り
お振込ください

お振込名義を学生様に変更して

お振込ください

窓口

現金振込 ○取扱い可
本人確認書類
を ご用意くださ
い

代理人、学生様お二人の本人確認

書類をご用意ください

窓口金融機関の

口座
○取扱い可

通常通り
お振込ください

金融機関・支店によっては代理人様、

学生様お二人の本人確認書類が必

要になる場合がございますので確

認ください


