2種のﾉｰﾄPCを販売します（タイミングによって売り切れの場合もございます）

日本大学通信教育部仕様dynabookの特長
★WEBカメラ、スピーカー搭載でオンライン授業にも対応！
充実のインターフェース！HDMI端子でディスプレイ投影時の発表も容易に出来ます。
★オプションで安心充実の4年補償付き(盗難にも対応)をお選びいただけます
dynabookの4年間補償に加入いただければ、限度額内であれば何回修理に出しても追加
費用は頂きません。限度額を超えた場合でも追加費用なく、代替機をご提供します。(代替機ご
提供の場合はその時点で保証終了となります) 加入されない場合は1年自然故障のみ対応です。
★授業で使うアプリケーションや学内ポータルへのリンクをインストール済み
大学特別仕様パソコンなので、google chromeやzoom等のアプリケーションや
学内ポータルサイトへのリンクをインストール済みです。
★バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応
充電を忘れた時にも30分充電すれば0％→40%まで充電できるお急ぎチャージ機能付き
（0%以上ある時は、バッテリー保護の為、急速度合いが緩やかになります）
★購入から5年間安心の使い方サポート付き
電話及び遠隔支援サービスがご購入後5年間利用いただけます。
（Officeなどプリインストールアプリ以外のサポートは有償となります）
https://dynabook.com/individual/support/service.html

価格・購入方法は末頁のサイトよりご確認ください

■ハードウェア仕様
液晶サイズ：15.6インチ・13.3インチの2種を販売しています。
画面サイズ
液晶
本体色
CPU
メモリ
SSD
WiFi
WebCam
バッテリ駆動
重量
OS

15.6インチモデル
ホワイト

オニキスブルー
intel core i5シリーズ搭載
8G
8G(iris対応)
256GB
802.11ax/ac/b/g/n
200万画素(顔認証付)
92万画素(顔認証付)
約10時間
約14時間
約1.84Kg
約978g
Windows11Home
Windows11Home

主なインターフェース

LAN、HDMI、USB、USB Type-C

保証

特徴

13.3インチモデル
フルHD液晶

LAN、HDMI、USB、USB Type-C

1年(別途有料オプションで4年プレミアム補償付帯が可能)
■画面が大きく見やすいB4ノート型
■視認性・操作性に優れたテンキー
付きキーボード
■主に自宅で使う方におすすめ

■1kg未満の軽量A4ノート型
■堅牢性に優れた設計(無故障を
保証するものではありません)

■通学や外出時の携行におすすめ

在庫状況により販売機種の変更や売り切れの場合がございますのでご容赦ください。
在庫状況はサイト上でご確認ください。

4年間使える性能！
Windows 11 搭載

ハイパフォーマンス
第11世代 インテル®Core™ i5
プロセッサー搭載

オンライン授業も快適！
Webカメラシャッター搭載／
ワンタッチマイクミュート

※1. プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2. 使用中Windows 11のバージョンアップに伴って、一
部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3. Windows 11 Homeを使うには、ネットワーク環
境が必要です。また、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※4. 本体の構造上お客様ご自身でのメモリの
交換・増設はできません。 ※5. 「デバイスの暗号化」は初期値では「オン」になっています。 ※6. 5GHz帯無線LANは、
W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線
LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n
準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）/WPA3™（AES）に設定する
必要があります。 ※7. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0、4.1、
4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。 ※8. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信
速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※9. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA
バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgibin/page/detail.cgi?n=84&ca=14） に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより
異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報
（https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※10. OS起動後、アイドル状態、ディス
プレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※11. 付属の電源コードは、日本の法
令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した
電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※12 . 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。
※13. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。

サインインは顔を向けるだけ
顔認証センサー＊1

タイピングが楽しくなる
入力しやすいキーボード

自分のノートパソコンがあれば、いつでも好きな場
所で使用できます。また、入学後すぐに必要な履
修登録もパソコンがあればスムーズに行えます。

Q.家族と共用のパソコンがあるのですが・・・
A.大学生になると、高校時代とは比べ物にならないくらいパソコンを使います。講義の履修
登録、レポート作成・提出、ゼミでの研究発表、インターネットでの情報収集など、必要に
なった時に自由に使える環境を整えておく必要があります。是非、自分専用のパソコンをご準
備されることをお勧めします。

4年間安心してお使いいただける
パソコンを選びましょう！
安心して4年間お使いいただけるこ
とが機能以上に重要だと考えます。
在学中にいかに快適に、そして安心してパソコ
ンを使って頂けるかがとても重要だと考えてい
ます。今回オプションでのご提供ですが
4年間のメーカー保証や、4年後も見劣りしな
い最新のスペックはもとより、トラブル発生時
にいかに的確に・スピーディに対応できるかも
重要だと考えます。

充実のインターフェースで安心
大学生活においては本体のインターフェース（端子
類）の充実さも大事な要素です。友達とのUSBメ
モリを使ってのデータのやりとりや、マウスの接続、
授業によっては教室に備え付けのディスプレイに
HDMI端子で接続してプレゼンを行う等、とっさの
場面でもそのまま使えるインターフェース充実の
dynabookをお勧めします。

2学内のパソコンコーナーで受付。
大学内にある身近なお店だからできる、困ったとき
dynabookの4年間安心・充実の補償（オプション）
4年間のメーカー保証に加え、メーカー保証範囲外の落下・液体・火災、落雷による
のパソコンサポート。
破損と盗難までサポート。キャンパスライフに最適な安心できるサービスで
在学中の4年間をしっかり守ります。（有償オプションですのでご注文時に同時注文ください）
キャンパス内にお店がありますので、故障してし
盗難保障
火災・落雷による
落下破損や液体破損
引き取り修理
まった場合はもちろんのこと、操作方法が分からな
４年間保証
サービス
保障サービス
災害補償サービス
サービス
い等、
※１．火災・風水害時は消防署への届および証明書が必要です。 ※２．盗難時は警察署の届および証明書が必要です。
お困りの時はいつでもご相談頂けます。ほぼ毎日通
【市販パソコンとキャンパスパソコンの違いは？】
うキャンパス内に店舗があるので、
内容
市販パソコン
キャンパスパソコン
遠出をする煩わしさが無く、講義時間に合わせご活
スペックおよび付加サービスを含め量販店より安
価な価格です。最新モデルなので4年間安心して
価格・性能
機種および性能によって様々です。
用頂けます。
使える性能や堅牢性に優れたオリジナルパソコン
です。
PCによってインストール有無が異なります。
※サービス及び対応範囲については大学（店舗）ご
Officeソフト
在学中は大学のライセンスが無償で使えるため 大学内ライセンスにて無償で使えます。
必要ありません。
とに異なります。予めご了承下さい。
1年間
別途オプションにて在学中4年間保証に変更でき
※１

メーカー保証

※２

※保証延長メニューは別途費用が発生します。 ます。

パソコン保険

アカデミーサポートパック（4年間）
破損や盗難を含む保険の取り扱いが無いことが
※通常修理・落下・火災・水濡れ・盗難等がすべ
一般的です。
て補償されます。

故障した場合

Dynabookの修理窓口にご連絡の後引き取りに伺
購入先の店舗（量販店）への持込みとなります。います。梱包不要です。（メーカが専用回収BOX
を持参し引取に伺います）

Q.スマートフォンやタブレットではだめでしょうか？
A.iPhoneをはじめとしたスマートフォンやタブレットが流行しています。スマートフォンやタ
ブレットは「情報を収集するもの」です。一方パソコンは「情報を生産、発信するもの」と考
えられます。どちらも欠かすことのできないツールですが、大学生活においてはレポート作成
を主とした「情報の生産・発信」を頻繁に必要としますので、当dynabookを中心とした
WindowsPCのご購入の上、大学生活に挑んでください。

【サイトオープン期間】
2022年9月1日(火)～2022年12月26日(月）
☆上記期間に関しては在庫状況で変動する可能性が有ります。下記URL、お問合せ窓口でご確認ください。
また、在庫に限りがございます。お早めにお買い求めください。

～機種詳細(スペック)、購入方法、納期等についてはコチラから確認できます～

URL：https://wod.dynabook.com/campusmobile/

ログインID ：nu-2022
パスワード：dbi-2022
★お届け予定日（下記記載より前後する可能性がございます。）
ご入金締め日 お届予定(頃)

ご入金締め日 お届予定(頃)

ご入金締め日 お届予定(頃)

ご入金締め日 お届予定(頃)

9月15日

9月30日

10月15日

10月31日

11月15日

11月30日

12月15日

12月29日

9月30日

10月15日

10月31日

11月15日

11月30日

12月15日

12月30日

1月20日

のパソコンサポート。
④ご注文者情報、お届け先情報入力
ご購入方法・流れ
キャンパス内にお店がありますので、故障してし
上記のURLからログインし
まった場合はもちろんのこと、操作方法が分からな
お申し込みください
い等、
①カートに入れる
画面の項目に従って「ご注文者情報」を入力します。
お困りの時はいつでもご相談頂けます。ほぼ毎日通
「電話番号」には日中ご連絡の取れる電話番号を入
力してください。お届け先については、
うキャンパス内に店舗があるので、
購入する商品の下側にある「カートに入れる」
お届け先が「ご注文者情報」と同じであれば「ご注
ボタンをクリックします。
文者と同じ」をクリック、異なる場合は各項目を入
遠出をする煩わしさが無く、講義時間に合わせご活
ボタンが黄色に変わればカートに入っています。
力してください。
②カートボタンをクリック
用頂けます。
⑤入力内容確認・販売規約の同意
※サービス及び対応範囲については大学（店舗）ご
とに異なります。予めご了承下さい。
画面右上の「カート（１）」と書かれたボタンを
クリックします。

③カート内の確認、注文内容の確認

注文する内容、数量を確認し、間違いが無ければ
「注文手続きに進む」「お届け先入力」の順に
クリックします。

ご注文内容、ご注文者情報、お届け先情報を確認し、
販売規約をお読みいただき、「同意」にチェックを
入れ「注文を確定する」をクリックします。
⑥支払方法入力
画面の内容に従い、クレジットカードもしくは
コンビニにてお支払いをご選択ください。

【商品およびご購入に関するお問い合わせ】

Dynabook株式会社 営業サポートセンター
TEL：03-5144-3323 E-mail：DBI-support-Student@dynabook.com
平日9:00～17:00 (土日祝、年末年始等弊社特別休日除く)

