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学習院蓁々会は、学習院コミュニティの皆様へ

学習院蓁々会
学習院生向けモバイルＰＣのご案内

の福利厚生を目的に、学校法人学習院の 100％
子会社として設立された事業会社です。

学習院生の皆様向けに、大学生活で活用できる軽快なモバイルパソコンの代表格、Let's note
RZ6 や Let's note SZ6 を、皆様がお求めになりやすい価格でご提供させていただきます。
学
計算 習院大
機セ 学
ンタ
ー

学
計算 習院大
機セ 学
ンタ
ー

認定

認定

Let's note CF-RZ6 10inch

Let's note CF-SZ6 12.1inch

ノートＰＣとタブレット１台２役

ドライブ内蔵で世界最軽量＊

頑丈軽量750ｇ

頑丈高性能929g

＊ 光学式ドライブ内蔵PCにおいて（2017年9月27日現在）

MS Ofﬁce別売りモデル

MS Ofﬁceプリインストールモデル

通常179,800円が

156,600

MS Ofﬁce別売りモデル

通常199,800円が

178,200

円（税込）

MS Ofﬁceプリインストールモデル

通常176,800円が

156,600

円（税込）

※通常価格は、8GB、SSD256GB、1年保障の場合の参考価格です。

通常199,800円が

178,200円（税込）

円（税込）

※通常価格は、8GB、SSD256GB、1年保障の場合の参考価格です。

サイズ：B5 程度

CPU：Intel Core m3-7Y30 プロセッサー

サイズ：B5 ファイルサイズ程度

CPU：Intel Core i5-7200U

OS：Windows 10 Home

ドライブ：非搭載

OS：Windows 10 Home

ドライブ：スーパーマルチドライブ搭載

ディスプレイ：10.1 型 WUXGA

メモリ：8GB（増設不可）

ディスプレイ：12.1 型 WUXGA

メモリ：8GB（増設不可）

容量：SSD 256GB

質量：約 750g

容量：SSD 256GB

質量：約 929g

心!!

安

間
4年充
実の

ート
サポ

MS Ofﬁce別売モデルを購入でMS Ofﬁceをお求めの方は、P4のMicrosoft Ofﬁce 学割プランをご覧ください。
MS Ofﬁceのご自分でのインストールがご面倒な場合は、MS Ofﬁceプリインストールモデルをお求め下さい。

万一の場合でも安心な4年間の充実サポート付き!

４年間

４年間

メーカー保証

拡張保証

ここまでカバー
故障
破損
水濡れ

※紛失、盗難は保証に含まれません。
※修理対象はパソコン本体のみであり、下記または相当品については対象外です。
①付属品（バッテリー、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、ソフトウェア等）
②お客様にて追加されたデータを含むソフトウェア資産
③お客様にて追加された各種オプション機器

修理も迅速！
火災・落雷
台風・洪水

修理の受付＆返却は
学内の窓口で対応します

※4年目でも補償金額が減らず、免責金額もナシ！
※１年間の補償限度額は15万円(税込)です。
※PCが工場に到着後、原則24時間以内に修理完了し、1週間程度でご返送致します。

斡旋パソコンなら事故報告書不要！即審査・迅速修理！
※一般の保険は 事故報告書の作成・提出が必要となり 、審査通過まで時間がかかります（約2～3週間）
掲載商品の内容・価格・スペックに関しては、
メーカーの都合により予告なく変更となる場合がございます。実際の仕様価格につきましては、ＥＣサイトでご確認ください。

Let's note RZ6やLet's note SZ6の詳細・お申込みは、

http://shop.kgem.co.jp/gakushuin-win/
ログイン ID : gakushuin

パスワード : win2018

[ サイト運営・販売会社 ]

加賀ソルネット株式会社 EM カンパニー
〒104-0032

[ 販売元 ]

東京都中央区八丁堀3-27-10

株式会社学習院蓁々会
http://g-shinshinkai.co.jp/pc/

Tel. 03-5979-7767

メール it-sales@g-shinshinkai.co.jp

[ お申込み前のお問い合わせ ]

gakushuin-support@solnet.ne.jp
[ お申込み後のお問い合わせ ]

0120-127-115（受注センター）

学習院生向けモバイルＰＣのご案内
学習院生の皆様向けに、大学生活で活用できる軽快なモバイルパソコンの代表格、iPhone との
相性が抜群でスタイリッシュな Apple 社の MacBook シリーズを、皆様がお求めになりやすい価
格でご提供させていただきます。

MacBook 12inch

MacBook Air 13inch

MacBook Pro 13inch

薄くてオシャレな PC

お求めやすい価格

高性能な PC

12時間持続するバッテリー

薄さ13.1ｍｍ

スペース
グレイ

シルバー

ローズ
ゴールド

ゴールド

最大3.2GB/sのSSDリード速度

スペース
グレイ

シルバー

通常154,224円が

通常106,704円が

147,528円（税込）

シルバー

通常154,224円が

100,008円（税込）

147,528円（税込）

Retina ディスプレイ
（2304× 1440 ドット）

LED バックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ
（1440× 900 ドット）

Retina ディスプレイ
（2560× 1600 ドット）

1.2GHz デュアルコア Intel Core m3

1.8GHz デュアルコア Intel Core i5（Turbo Boost 使用時最大 2.9GHz)

2.3GHz デュアルコア Intel Core i5（Turbo Boost 使用時最大 3.6GHz）

8GB 1,866MHz LPDDR3 オンボードメモリ

8GB 1,600MHz LPDDR3

8GB 2,133MHz LPDDR3

256GB PCIe ベースオンボード SSD

128GB PCIe ベース SSD

128GB PCIe ベースオンボード SSD

Intel HD Graphics 615

Intel HD Graphics 6000

Intel Iris Plus Graphics 640

Mac製品に関しましては、MS Ofﬁceはインストールされておりません。MS Ofﬁceをお求めの方は、P4のMicrosoft Ofﬁce 学割プランをご覧ください。

AppleCare

すべてのMacには、製品購入後1年間のハードウェア製品限定保証と90日間の無償電話サポートがついています。本保証サービ
スに加入すると、保証とサポートがMacの購入日から3年間に延長されます。MacOS、そして写真やiMovie、GarageBandなどの
Apple製アプリケーションについての質問には、Appleの定評あるテクニカルサポートスタッフが電話で直接お答えします。

ハードウェア製品保証

1年目

2年目

3年目

ソフトウェアサポート

90日間

2年目

3年目

● Appleによる保証と無償電話サポート

ハードウェア製品保証

・Mac本体 ・バッテリー
・電源アダプタなどの付属品 ・Apple純正メモリ（RAM）
・AirMac ・Apple USB SuperDrive
・Macと同時に購入したApple製ディスプレイ1台

● AppleCare＋による延長保証

ソフトウェアサポート

・macOSとiCloudの基本操作
・Apple純正アプリケーションの使用方法
・プリンタとAirMacネットワークへの接続

掲載商品の内容・価格・スペックに関しては、
メーカーの都合により予告なく変更となる場合がございます。実際の仕様価格につきましては、ＥＣサイトでご確認ください。

Macbook関連のお申込みは、学習院蓁々会学内売店または事務所
までお越しください。購入サイトの詳細をお知らせいたします。
[ サイト運営・販売会社 ]

加賀ソルネット株式会社 EM カンパニー
〒104-0032

[ 販売元 ]

東京都中央区八丁堀3-27-10

株式会社学習院蓁々会
http://g-shinshinkai.co.jp/pc/

Tel. 03-5979-7767

メール it-sales@g-shinshinkai.co.jp

[ お申込み前のお問い合わせ ]

gakushuin-support@solnet.ne.jp
[ お申込み後のお問い合わせ ]

0120-127-115（受注センター）

プリンター

EPSON A4 カラーインクジェット複合機
インク交換の手間を軽減

キャンパスPCセット 特別モデル

スタイリッシュなコンパクトボディー

①インクボトル 各色

2セット

187mm
169mm

標準添付

「挿すだけ満タン」インク方式を採用。
スクリュー式のキャップを開けて挿すだけで、
カンタンにインク補充が開始。満タンになると
自動的に補充が完了するので、手も汚れにくく、
手間がかかりません。

※通常は１セット同梱

②USBケーブル同梱

大学４年間で印刷する
平均10,000枚を同梱インクで印刷可能
同梱インクを使い終わった後も低ランニングコスト！

特別価格

347mm
375mm

大容量インクタンク一体型で、スタイリッシュ
な本体デザインを実現。オフィスでも家庭でも
部屋に馴染みやすいデザインです。

37,800 円（税込）

Win 用アクセサリー
5ボタンワイヤレス BlueLEDマウス

特別価格

3,000 円（税込）

Web閲覧に便利な“戻る・進む”
ボタン付き!よく使う機能に割り当てを

ＰＣ用インナーバッグ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫ ロジテック USB2.0 ポータブル DVD

※Macでもご使用になれます

3,000 円（税込）
特別価格 3,000 円（税込）
11.6インチ

4,968 円（税込）

特別価格

特別価格

13.3インチ

持ち運びに邪魔なUSBケーブルも
底面に完全フラット状態でピッタリ

変更できる5ボタンを搭載した

ウエーブ形状の低反発ポリウレタン

収納でき、更には脱着可能のため

ワイヤレスBlueLEDマウス。

(低反発ウエーブフォーム)が効果的

断線も心配ありません。

に衝撃を吸収します。

Mac 用アクセサリー
USB-C Digital AV Multiport
アダプタ

特別価格

7,992円（税込）

Apple Magic Mouse 2

特別価格

9,504 円（税込）

Apple USB Super Drive

特別価格

9,504 円（税込）

USB-C Digital AV Multiportアダプタがあれば、

新しいデザインになったMagic Mouse 2は完全

Apple USB SuperDriveがあれば、
自宅でも

USB-Cポートを搭載したMacBookや、

な充電式なので、従来の電池はもう必要ありま

外出先でもCDやDVDの再生、作成ができます。

Thunderbolt 3（USB-C）ポートを搭載した

せん。ボディが一段と軽くなり、内蔵バッテリーと

このドライブは、DVDムービーの観賞、

MacBook ProをHDMIディスプレイに接続

継ぎ目のないボトムシェルによって可動部品が

ソフトウェアのインストール、
バックアップ

しながら、同時に標準的なUSBデバイスや

一段と少なくなり、底面のデザインも最適化

ディスクの作成などに最適です。

USB-C充電ケーブルをつなぐことができます。

されています。

IT 知識を身に付けるには、パソコンを持つだけでは不十分。
フェイクニュースだらけのネットで調べて、社会に出て通用する本当の IT 知識を身に付けられますか？
最も信頼出来る日経 BP 社の情報源を４年間利用し放題。

日経パソコン Edu アクセス権４年間分（税込定価 25,920 円）と、
学習院蓁々会の開催する簡易版「日経パソコン Edu 使いこなし講座」を併せて
お申込みになりますと、特別割引で、今なら 10,000 円（税込）です。

詳細は http://g-shinshinkai.co.jp/pc/ まで、

お問い合わせ・お申し込みは it-sales@g-shinshinkai.co.jp まで
お願いします。

学習院蓁々会

■ 個人情報の取り扱いについて
お客様から直接書面によって個人情報を取得する場合

3. 当社が取得する個人情報の共同利用について
以下の個人データについては、
以下に従い、共同利用いたします。当社が取得する個
人情報を第三者に提供する必要が生じた場合は、別途必要な個人情報保護措置を講
じます。
当社が共同利用を行う個人情報と利用目的及び範囲は、次の通りです。

お客様に明示し、お客様から同意を得る事項
1. 事業者の氏名または名称
加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー
2. 個人情報保護管理者
加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー

橋本

共同利用する個人データの項目

恭一

3. 個人情報の利用目的
■ ご本人から直接書面で取得した個人情報の利用目的
(1) 商品の発送
(2) 商品・サービス・催し物のご案内の送付
(3) 商品サポート・メンテナンスの提供
(4) お問い合わせ・ご相談への対応
(5) 保証書の発行、保証サービスの提供
(6) 各種会員制サービスの提供
(7) 契約の履行
(8) お客様との商談、打合せ等
(9) 委託業務に関する契約の履行
(10) 業務上必要な諸連絡・商談等
(11) 取引先情報管理、支払・収入処理
4. 個人情報の第三者提供について
当社は、取得した個人情報を適切に管理し、あらかじめ本人の同意を得ることなく第
三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、
身体または、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき
3. 公衆衛生の向上または、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4. 国の機関若しくは地方公共団体または、
その委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること
によって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

共同利用する目的

1

お問い合わせ・相談等の申出者 業務上必要な情報の連絡等
等の住所、氏名、電話番号､電子
メールアドレス､お問い合わせ・
相談等の内容等

2

3

共同利用する者の範囲 管理責任者
ご入 学 予 定 学 校
及び在籍校

当社

個人情報に関する開示請求・苦情
等の申出者等の住所、氏名、電話
番号、電子メールアドレス、請求・
苦情の内容等

請 求・苦 情 等 へ の 対 応 の ご入 学 予 定 学 校
及び在籍校
ための調査
本人・代理人の確認
回答の送付及び必要な連絡

当社

お問い合わせ・相談等の申出者
等の住所、氏名、年齢、性別、電話
番号､電子メールアドレス､お問
い合わせ・相談等の内容等

お問い合わせ・相談等への ご入 学 予 定 学 校
適切な対応
及び在籍校
代金の請求、回収、支払い
等 の 事 務 処 理 の た め 、債
務の支払いのため

当社

4. 当社が取得する個人情報の保護対策
当社の役員、従業員、
その他業務に従事する関係者に対して、個人情報保護のための
教育を行い、
マネジメントシステムにのっとり、
当社が取得する個人情報を厳重に管
理します。
5. 当社が取得する個人情報の処理に関する外部委託
当社が取得する個人情報の処理について外部委託するときは、必要な契約を締結し、
管理・監督を行います。

5. 個人情報の取扱いの委託について
取得した個人情報の取扱いを利用目的の範囲内で第三者に委託する場合は、委託先
に対し、十分な個人情報のセキュリティ水準があることを確認した上選定し、必要か
つ適切な監査を行います。

6. 個人情報に関するお問い合わせ・苦情相談及び開示・訂正・利用停止請求等の受付
先
個人情報担当窓口
加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー お客様相談センター
住所：東京都中央区八丁堀3-27-10
E-Mail：info-em@solnet.ne.jp

6. 開示対象個人情報の開示等および問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開
示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止
（「開示等」
といいます。
）に応じます。開示等のお問い合わせは下記の『お客様相談セ
ンター』
までご連絡くださいませ。

7. 個人情報の取り扱いについて
当社にご提供いただいた個人情報は、当社規程に基づき管理させていただきます。
当社では、個人情報の管理者として個人情報保護管理責任者を置いております。人事
採用で取り扱う個人情報につきましても、個人情報保護管理責任者が管理を行いま
す。
ご連絡は上記に記載の問い合わせ窓口にお願いいたします。

7. 任意性および当該情報をあたえなかった場合に生じる結果
当社への個人情報の提供は、
すべて任意となっております。ただし、当社が依頼する
情報の提供のない場合、適正な対応が出来ない場合があります。
8. 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
クッキー（Cookies）は、
ご利用者が当社のサイトに再度訪問された際、
より便利に当サ
イトを閲覧していただくものであり、
ご利用者のプライバシーを侵害するものではな
く、
またご利用されているコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。

お客様の個人情報を直接書面以外の方法によって取得する場合

8. 取得項目の任意性について
(1)当社が個人情報を取得する項目は、全て｢お客様の意思｣によってご提供いただく
ものです。書面またはWebサイトに記載されている、個人情報の入力によって得ら
れるサービス等の内容を確認いただいた上で、
ご入力ください。
(2)必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合
があります。

個人情報の取得、利用目的について

9. 改訂について
当社では、利用目的の変更、安全性向上、
また関連法令および規範の改訂等に応じ、
本「個人情報の取り扱いに関する同意書」
を改訂する場合があります。お客様におか
れましては、当社Webサイト等にて定期的にご確認ください。

お客様の個人情報を直接書面以外の方法によって取得した場合、あらかじめその利用
目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的をお客様に通知し、又は公表し
ます。
個人情報の取得にあたっては、
その利用目的を明らかにし、
ご本人の同意を得た上で必
要な個人情報を取得し、同意を得た利用目的の範囲内で取り扱います。加賀ソルネット
株式会社 EMカンパニー（以下「当社」
と記載します）が、当社とのお取引をご利用いた
だくお客様及びご担当者様より取得する個人情報について、個人情報の取得目的、利
用、取扱い等については、
以下の範囲になります。
1. 個人情報保護に対する当社の姿勢
当社は、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識
と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
2. 当社が取得する個人情報と利用目的
ご提出いただく個人情報を、下記の内容と、
目的に利用します。法令に基づく場合、
また
は生命に係わる緊急時の場合を除き、
目的外流用や第三者への情報提供は一切行いま
せん。個人情報保護管理責任者のもと、適切かつ厳重に管理し情報の保護に努めます。
当社は、お客様よりご提供いただいた個人情報を、以下の目的の範囲内で取扱います。
個人情報の類型

書類例

利用目的

1

購入申込者・お問い合わせ・相談
等の申出者等の住所､氏名､年齢､性
別､電話番号､電子メールアドレス､
お問い合わせ・相談等の内容等

購入申込書等

お客様から注文、お申し込み、
ご依頼
いただいた製品の発注・送付、代金の
ご請求当社が売買完了までのお客様
及びご担当者様との継続的な連絡、情
報交換を行う為

2

当社のホームページ等で運営するサイ Web記入
トでの購入申込等に関する個人情報
フォーマット

苦情・相談窓口

〒104-0032
東京都中央区八丁堀3-27-10
加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー
お客様相談センター
E-Mail：info-em@solnet.ne.jp

個人情報の取り扱いについて

当社にご提供いただいた個人情報は、当社規程に基づき管理させていただきます。
個人情報保護管理者 橋本 恭一
制定日:2010年6月18日
改訂日:2017年7月25日

電子メールの配信その他の各サイトで
定めるサービスの提供
製品、賞品等の発送・提供

加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー

会 社 名
住
所
事業概要

〒104-0032

会 社 名

株式会社学習院蓁々会

東京都中央区八丁堀3-27-10 ヒューリック八丁堀第一ビル9F

教育市場及び教職員と学生向け、
コンピュータ・システムの導入及び機器・ソフトウェアの販売・サポート

http://g-shinshinkai.co.jp/pc/

Tel：03-5979-7767

メール：it-sales@g-shinshinkai.co.jp

加賀電子グループ

FAX 注文の方は、この用紙をご利用下さい

学習院大学・学習院女子大学生向け ノートパソコン販売 購入申込書
重要

この申込書はお申込み控えとなりますので、商品到着まで大切に保管してください。

■ 購入を希望される製品にチェックを入れてください
〇欄

No.

製

品

名

金額
（税込）

156,600 円
178,200 円
156,600 円
178,200 円

A-1

Panasonic Let's note CF-RZ6 256GBSSD［ 4年保証付き ］

A-2

Panasonic Let's note CF-RZ6 256GBSSD［ 4年保証付き ］MS Ofﬁceプリインストールモデル

B-1

Panasonic Let's note CF-SZ6 256GBSSD［ 4年保証付き ］

B-2

Panasonic Let's note CF-SZ6 256GBSSD［ 4年保証付き ］MS Ofﬁceプリインストールモデル

C-1

エプソン A4カラーインクジェット複合機ＥW−Ｍ５７１ＴU

D-1

5ボタンワイヤレス BlueLEDマウス

3,000 円

E-1

ＰＣ用インナーバッグ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫ 11.6インチ

3,000 円

E-2

ＰＣ用インナーバッグ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫ 13.3インチ

3,000 円

F-1

ロジテック ポータブルDVDドライブ ブラック

4,968 円

37,800 円

合計金額

■ 個人情報の取り扱いについて

円

別紙「個人情報の取り扱いについて」をお読みいただき、加賀ソルネット株式会社 EM カンパニーの個人情報の取り扱いに同意
いただける場合は、下記チェックボックスの「同意する」にチェックを入れてください。チェックがない場合は製品の購入手続きが
行えません。

□ 同意する

個人情報の取り扱いに

※携帯電話などメールを受信できる環境が必要です。

線

コンビニ決済

3-a.
加賀ソルネットよりメールで
払込番号等の情報をご連絡

4-a.
代金のお支払い

銀行振込

3-b.
加賀ソルネットよりメールで
お振込先口座情報をご連絡

4-b.
代金のお支払い

決済完了後︑商品手配
５．

リ

申込書記入後︑弊社へ
ＦＡＸにてお送りください

ト

ＦＡＸ専用購入申込
用紙をお送りいたします

リ

１．

キ

２．

■ FAX でのご注文をご希望のお客様

■ お支払い方法を選び ✓ を入れてください。

□ コンビニ決済→□ セブンイレブン
□ 銀行振込

□ ローソン / ミニストップ

□ セイコーマート

■ 学生様情報記入

お申込日

学校名
学生様名

フリガナ

所

学習院蓁々会の
お知らせ

年

月

日

学年 ※

学部名・学科名
E-mail
※必須

携帯電話番号
住

□ ファミリーマート □ サークル K/ サンクス

自宅 or 保護者様の電話番号
〒

□ 受け取る

□ 受け取らない
※2018 年 4 月時点での学年をご入力ください。
4 年生の方は「卒業見込み」
とご入力ください。

050-3730-9820

必要事項をご記入後、FAX にてお送りください。

※上記の番号で送信ができない場合は、
03-5566-3050 へお送りください。

※メールアドレスや電話番号など、記入漏れ、
ミスのないようにハッキリと分かるようにご記入ください。お支払いには期限がございます。支払期限を超過した場合は、
メールにてキャ
ンセル、再申込のご案内をいたします。お支払い後のキャンセルに関しましては、お受けできかねますのでご了承ください。

0120-127-115

お問い合わせは、加賀ソルネット株式会社 EM カンパニーへ。

