平成 29 年度物品等購入マニュアル
「予算内調達・コスト削減提案・学校業務支援」

１．日々の事務用雑品の購入はたのめーる（大塚商会）がラクラク便利！

２．PC・デジカメなどの電化製品はソフマップ（ビックカメラグループ）に！

３． 教育研究活動にお勧め！モバイルデータ通信パック WiMAX2+のご案内

４．複合機・印刷機等の購入は、機種選定からリース契約まで、お任せください！

５．１０万円以上の用品・備品は、予算内調達に加え、書類作成もサポート。

６．大規模調達は、計画段階からお客様の業務を全面サポート！

株式会社 学習院蓁々会（しんしんかい）
目白キャンパス事務室（大学体育館横）
担当：近藤・大村・清水・富田・佐藤
電話：03-5979-7767（内線 2561） FAX：03-3985-3709
[専用 E メール] kounyu@g-shinshinkai.co.jp
平成 29 年 4 月

１．日々の事務用雑品の購入はたのめーる（大塚商会）がラクラク便利！

●学習院特別割引！経費削減にご活用ください。
●最短当日･翌日お届け！うっかりのストック切れにも安心のスピード対応！
●まとめ買い割引サービス！断然お得！よく使う物はまとめ買いでキマリ！
●TANOSEE（PB 商品）！低価格・高品質・環境対応商品をご提供！
●見積書も簡単作成！発注前に見積書作成ボタンをクリックするだけ、簡単便利！
登 録 方

法

「たのめーる」利用には学習院専用サイトへの登録が必要です。
⇒登録票にデータ入力の上 kounyu@g-shinshinkai.co.jp へメール送信願います。
件名は「たのめーる登録」として下さい。
新規登録・変更・削除も登録票をご利用ください。
⇒請求は毎月末締め、お支払いは翌月 25 日をお願いします。
請求書は毎月初めにご郵送致します。
学習院専用ログインアドレス
https://nma.tanomail.com/r/ma/gakushuin/logingateway.aspx
---------------------------------------------------------------------------------------------

２．PC・デジカメなどの電化製品はソフマップ（ビックカメラグループ）に！
ソフマップ法人営業部では、100 万アイテムを超える豊富な商品から、お客様に最適なアイテムをご提案いた
しますので、お気軽にご相談ください。

学習院専用担当者 法人営業部 浅野 朋宏 toasano@sofmap.com
〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-28-13 池袋西口共同ビル 8F
TEL：03-5958-6030 FAX：03-5958-6032 携帯：080-6844-5922
（お願い：「学習院+所属+氏名」を告げてから用件をお話し下さい。）
■オーダー方法
・E メールでのオーダーがとっても便利です。 toasano@sofmap.com
・商品、予算、納期、参考情報（HP リンク等）、連絡先をお知らせください。
・ネット通販に全力で勝負！
・見積書→発注→納品→請求書→支払
・ご請求書によるお支払は、月末締翌月末支払締切となります。
■学習院専用サイトオープン
◎特別価格で販売
◎見積書はボタンをクリックするだけ
◎お支払方法は請求書払い
◎登録は蓁々会 HP をチェック http://g-shinshinkai.co.jp/members/kaden/
平成 29 年 4 月 学習院蓁々会

学校法人学習院教職員の皆様へ
モバイルデータ通信パックのご紹介
外出先での「メール送受信」「インターネット」などデータ通信はWiMAX 2+にお任せください！

話題の
人気機種と通信料金を
一括払い可能なアカデミックパックにてご紹介！
WX03（LTE無）
WiMAX 2+対応機器最新モデル！
［学習院蓁々会より］

クレードル(別売)
NAD32PUU
(パールホワイト)

ACアダプタ(別売)
NAD11PQA

(マットブラック)

契約期間と会計年度等について、
ご確認をお願い申し上げます。

２つの通信方式を自動切替
←

下り最大220Mbpsの
WiMAX 2+をご利用いただけます。

自
動
切
替

→

下り最大13.3Mbps

下り最大13.3Mbpsの
WiMAXをご利用いただけます。

＜機器仕様＞ ●メーカー:NECプラットフォームズ ●サイズ:高さ66×幅110×奥行9.3mm ●重量:約95g
●連続通信時間:Wi-Fiテザリング時約7.3時間/BlueToothテザリング時約9.0時間 ●バッテリー容
量:2500mAh ●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac ●通信方式:WiMAX 2+/WiMAX(自動切替)
●クレードル:オプション(別売) ●ACアダプタ:オプション(別売)

１

外に持ち運べます！
・
・
・
・

３

スピードが違う！超速ネット！

４

・ ワイヤレスだけど超速。
Mbps
・ なのでメールやネット以外
上り最大
※1
10 ・ に動画再生にも最適です。
下り最大

220

２

カンタンスタート！

バッテリー内蔵の小さな
機器なので、外出先や
ご出張先に持ち運んで
通信するのに最適です。
※2

広い超速エリア！

・ 配線工事はありません。
・ 機器が届いたその日から
・ ご利用が可能です。

５ 月間データ容量上限ナシ！

※3

・ 全国の主要都市で
・ 超速220Mbpsに対応。
・ 都心で無くとも超速です。

・
・
・
・

Mbps

当月のデータ通信容量に
上限の無い「ギガ放題パ
ック」なら、7GBを超えて
※4
も超速だから安心です。

料金プラン・機器に関わらず、混雑回避のための速度制限(直近3日間で3GB以上利用時)があります。
※1 表記の通信速度はシステム上の下り最大速度であり、ご利用機器や提供エリアの対応状況により、WiMAX 2+は220Mbpsまたは110Mbps、LTEは75Mbps、37.5Mbpsまたはそれ以下となります。実際の通信速度は通信環境や
混雑状況などに応じて低下します。詳しくは機器の仕様やホームページをご確認ください。 ※2 記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況等により
大幅に低下する場合があります。ご購入前に利用エリアをご確認下さい。 ※3 ※4 「DiSM Flat ツープラスギガ放題パック」をご契約の場合、月間のデータ通信量に上限がなく、通信速度制限(月間7GB超)が適用されません。ただし、LTE
オプション対応機種の場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)が適用された後は、ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信もその制限の対象となります。また、ネットワーク混雑回避のため、前日までの直近3日間で
「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が3GB以上となった場合、「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信速度を翌日にかけて制限します。エリア混雑状況により速度を制限する場合があります。 ※2016年2月時点

■ 1年更新

■ 新規：WX03(LTE無)セット
サービス名・機器

①WiMAX 2+(1年パック)＋ ルーター
(ホワイトゴールドorディープブルー)セット
〔ルーター100円(税別)キャンペーン中：在庫限り〕

サービス名・機器

税込価格

キャンペーン価格

¥82,339

②WX03用クレードル

¥3,780

③WX03用ACアダプタ （NAD11PQA）

¥1,800

WiMAXサービスに関するお問い合わせ

DISコールセンター

TEL:0120-276-616（受付時間：10時～20時）
WEB http://www.diswimax.jp/index.html / メール support@diswimax.jp

①WiMAX 2+(1年更新)

税込価格

¥66,528

料金及びサービス内容は平成29年4月1日時点
のものです。予告なく変更する場合があります
ので、ご了承願います。

購入に関するお問い合わせ

株式会社 学習院蓁々会
TEL 03-5979-7767

４．複合機・印刷機等の購入は、機種選定からリース契約まで、お任せ
ください！
 3～5 年に 1 度の複合機の入れ替えは、前任者も経験していない場合があります。
 日々の教育研究業務に加えて、機種選定やリース契約はとても大変。
 新規の予算要求をしなければならないし、そもそも現行機種が最適なのか・・・。
ご利用方法
１．まずは蓁々会にご一報をお願いします。現行機種の状況を確認後、ヒアリングを行ないます。
３．メーカー担当者による内見や商品説明を行います。
（取引企業：キヤノン、コニカミノルタ、富士ゼロックス、リコー、理想科学）
４．全ての見積書（本体、リース）を蓁々会が受領し、お客様へ状況説明・イニシャルコスト・
ランニングコスト等の優位性の提案に伺います。
５．お客様にて購入商品を選択し、新規予算を要求します。
６．
（予算が承認された場合）契約締結→納品。（購入伺い等の書類作成もお手伝い）

５．１０万円以上の用品・備品は、予算内調達に加え、書類作成もサポート。
蓁々会では次の方法で、皆様の購入をお手伝いさせていただきます。
№

担当

１

流れ
購入費用把握

内容
購入費用の目安（予算）を把握

お客様
２

３

蓁々会依頼

予算をもとに蓁々会に見積書を発行依頼。

予算内調達

予算内での商品調達に着手します。
（蓁々会は多種多様な商品ラインアップがある
取引業者と連携しています）

購入伺い作成

蓁々会見積書をもとに購入伺いを作成します。

蓁々会
４
５

お客様

部内決裁・発注

部内決裁を行い、蓁々会に発注します。

６

蓁々会

納品

商品を納品し、請求書をお渡しします。

６．大規模調達は、計画段階からお客様の業務を全面サポート！
●例えば・・・「事務室リフォーム」「教室用品全面入替」「体育館整備に係る用品手配」
お客様には、物品購入以外にも調整すべき業務が数え切れないほどあります。
しかしながら、ひとりの担当者様に任せられることがほとんどです。
蓁々会では、調達業務を支援・代行し、お客様の一員となって、業務軽減に貢献します。

