
https://shop.kgem.co.jp/gakushuin-win/

ログイン ID : gakushuin 　
パスワード: win2021

Let's note関連の詳細・お申込みは、

ご購入に際しては、専用のショッピングサイトをご利用ください。
下記URLにアクセスし、ログインIDおよびパスワードをご入力ください。                               

学習院大学
学習院女子大学 2021年ご入学の皆様へ

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

販売元 ： 株式会社 学習院蓁々会（学校法人学習院 100％子会社）

0120-127-115（受注センター）

www.g-shinshinkai.co.jp/pc/ 

gakushuin-support@solnet.ne.jp

ご入学おめでとうございます。　現在の学生生活に於いては、
パソコンは、必須の道具と申し上げても過言ではありません。　
又、キャンパスとご自宅を往復する学生生活では、４年間安心して
お使い頂ける十分な性能のみならず、運搬に適した携帯性と軽量性、
故障の少なさとトラブル時の対応等が求められます。

この機会に新しくパソコンをご検討でしたら、是非、学習院目白
キャンパス内に拠点のある、学習院蓁々会経由でのご購入をご検討
下さい。　安心感とコストパフォーマンスの高さでは追随を
許さないパナソニック社のLet's noteと、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、
どこよりもお得な価格でご用意しております。

ご購入に際しては、下記のショッピングサイトにて、
ご覧頂きご注文をお願い致します。
パソコン・スマートフォンからのご注文が難しい方は、
下記「受注センター」へお問合せ下さい。
★Apple社製品に関しては、ご入学の学生様のみならず、
ご父母への割引価格適用が可能です。
この機会をお見逃し無く、是非、ご利用下さい。

ご入学おめでとうございます。　現在の学生生活に於いては、
パソコンは、必須の道具と申し上げても過言ではありません。　
又、キャンパスとご自宅を往復する学生生活では、４年間安心して
お使い頂ける十分な性能のみならず、運搬に適した携帯性と軽量性、
故障の少なさとトラブル時の対応等が求められます。

この機会に新しくパソコンをご検討でしたら、是非、学習院目白
キャンパス内に拠点のある、学習院蓁々会経由でのご購入をご検討
下さい。　安心感とコストパフォーマンスの高さでは追随を
許さないパナソニック社のLet's noteと、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、
どこよりもお得な価格でご用意しております。

ご購入に際しては、下記のショッピングサイトにて、
ご覧頂きご注文をお願い致します。
パソコン・スマートフォンからのご注文が難しい方は、
下記「受注センター」へお問合せ下さい。
★Apple社製品に関しては、ご入学の学生様のみならず、
ご父母への割引価格適用が可能です。
この機会をお見逃し無く、是非、ご利用下さい。

学習院蓁々会
Gakushuin Shinshinkai

パソコン関連製品購入のご案内

https://shop.kgem.co.jp/gakushuin-mac/

ログイン ID : gakushuin 　
パスワード: mac2021

Macbook関連の詳細・お申込みは、

※ 対応ウェブブラウザは、 Microsoft Edge、 およびMozilla Firefox、 Safari 、 Google Chrome の最新バージョン
※ スマートフォンでもご覧いただけます。
※ パソコンやスマートフォンでのお申込みが難しい方は、パンフレット裏面の「Faxでのご注文をご希望のお客様」の項をご覧下さい。

         03-5979-7767



※MS Officeをお求めの方は、P8をご覧ください。但し、2021/4/1から学習院大学・学習院女子大学では在校生に対して
　Office365の無償での提供が開始される予定ですのでご注意下さい。入学前にMS Officeに触れて練習したい、という方は、
　右側のQRコードから、選択肢の考え方をご覧下さい。
学習院大学国際社会科学部へご入学の方は、4月初頭に学部で行われるパソコン設定の講習会にPCが必要になります。　
弊社の販売では、2月15日までにご発注・ご入金を頂いていないと、4月初頭にはお届けが間に合わないので、ご承知おきください。

OS：Windows 10 Home 

CPU：Intel Core-i5 

ディスプレイ：12.1型 WUXGA

ドライブ：スーパーマルチドライブ搭載

サイズ：B5ファイルサイズ程度

質量：約 999g容量：SSD 256GB

メモリ：8GB（増設不可）

＋延長保証4年セット ＤＶＤドライブ搭載のオールインワン
最新クワッドコアＣＰＵを搭載した高性能モデル 

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。

学習院生向けLet's noteのご案内学習院生向けLet's noteのご案内

https://shop.kgem.co.jp/gakushuin-win/
ログイン ID : gakushuin 　パスワード: win2021

[ お申込み前のお問い合わせ ]

[ お申込み後のお問い合わせ ]

Let's note関連の詳細・お申込みは、

0120-127-115（受注センター）

gakushuin-support@solnet.ne.jp

故障だけでなく、破損や水濡れ、自然災害などもカバー
故障
破損
水濡れ

火災・落雷
台風・洪水４年間

メーカー保証
４年間
拡張保証

迅速な修理対応

※保証は購入時から
　４年間

修理の受付＆返却
は入学後学内の窓
口で対応します

充実の保証について（4年）

認定

学習院大学計算機センター
認定

学習院大学計算機センター

OS：Windows 10 Home 

CPU：Intel Core-i5

ディスプレイ：12.0 型 WQXGA

ドライブ：非搭載

サイズ：B5ファイルサイズ程度

質量：約 959g容量：SSD 256GB

メモリ：8GB（増設不可）

MS Office 別売りモデル※

MS Office 別売りモデル※

スマホのようなタッチ操作／ノートのような書き心地
 打ちやすいキーボードを一台に集約した最新モデル

認定

学習院大学計算機センター
認定

学習院大学計算機センター

※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）

斡旋パソコンなら事故報告書不要！即審査・迅速修理

アクティブペン同梱
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構成がより高性能な機種も販売しております。詳しくはECサイトのご確認をお願いいたします。

CF-SV

＋延長保証4年セットCF-QV

170,500円（税込）

195,250円（税込）



※MS Officeをお求めの方は、P8をご覧ください。
学習院大学国際社会科学部へご入学の方は、4月初頭に学部で行われるパソコン設定の講習会にPCが必要になります。　
弊社の販売では、2月15日までにご発注・ご入金を頂いていないと、4月初頭にはお届けが間に合わないので、ご承知おきください。

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。

学習院生向けMacBookのご案内学習院生向けMacBookのご案内

● Appleによる保証と無償電話サポート

1年目

90日間

ハードウェア製品保証

ソフトウェアサポート

2年目

2年目

3年目

3年目

● AppleCare＋による延長保証

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。

特別価格 各102,630円（税込）

特別価格 各135,630円（税込）

シルバースペース
グレイ

ゴールドシルバースペース
グレイ

[ お申込み前のお問い合わせ ]

[ お申込み後のお問い合わせ ]

0120-127-115（受注センター）

gakushuin-support@solnet.ne.jp
https://shop.kgem.co.jp/gakushuin-mac/
ログイン ID : gakushuin 　パスワード: mac2021

Macbook関連の詳細・お申込みは、

について

MacBook Air 13インチ 

MacBook Pro13インチ
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AppleCare

Apple
スペック

プロセッサ

ストレージ

メモリ

サイズ

重量

Apple M1チップ
8コアCPU/7コアGPU

8GBユニファイドメモリ

256GB SSD

Ｈ: 16.1mm　W: 304.1mm　D: 212.4mm

1.29kg

スペック

プロセッサ

ストレージ

メモリ

サイズ

重量

Apple M1チップ
8コアCPU/8コアGPU

8GBユニファイドメモリ

256GB SSD

Ｈ: 15.6mm　W: 304.1mm　D: 212.4mm

1.4kg

構成を変更しているパソコンも販売しております。
詳しくはECサイトのご確認をお願いいたします。

構成を変更しているパソコンも販売しております。
詳しくはECサイトのご確認をお願いいたします。

AppleCareとは別に延長保証サービスのご用意がございます。詳しくはECサイトのご確認をお願いたします。



フルHDの4倍の超高精彩なUHD
（3840×2160の解像度）のディスプレイで
は画像や動画も細部まで緻密に再現すること
で、効率的で快適な作業空間を実現します。

TNパネル採用したリーズナブルな
27.9インチ4Kディスプレイ

プリンタープリンター

ディスプレイディスプレイ

A4カラーインクジェット複合機

V28 4K ディスプレイ
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HP

EW-M630（初回同梱インク1セット＋追加インク1セット付）
大容量なので、インク交換の手間低減
プリントしたい時にプリントできる

時間・手間・コストを低減して大学生活を応援！

初回同梱インク２セット

印刷可能枚数
モノクロ：15，000枚
カラー：12，000枚コピー スキャン

前面給紙 有線LAN

２年間メーカー
無償保証※1

無線LAN

自動
両面印刷

メンテナンス
タンク交換

※1 延長保証にはMyEPSOM登録が必要です。

豊富なインターフェイス

特別価格 41,250円（税込）

特別価格 35,200円（税込）



※Macでもご使用になれます

特別価格8,580 円（税込）

３ヶ月版3,278 円（税込） 12ヶ月版9,878 円（税込）

Apple USB Super Drive 

Apple USB SuperDriveがあれば、自宅でも
外出先でもCDやDVDの再生、作成ができます。
このドライブは、DVDムービーの観賞、
ソフトウェアのインストール、バックアップ
ディスクの作成などに最適です。 

特別価格8,580 円（税込）

Apple Magic Mouse 2

新しいデザインになったMagic Mouse 2は完全
な充電式なので、従来の電池はもう必要ありま
せん。ボディが一段と軽くなり、内蔵バッテリーと
継ぎ目のないボトムシェルによって可動部品が
一段と少なくなり、底面のデザインも最適化
されています。

ロジテック USB2.0 ポータブル DVD3ボタンワイヤレス BlueLEDマウス ＰＣ用インナーバッグ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫ

特別価格5,093円（税込）特別価格3,055 円（税込）
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
収納でき、更には脱着可能のため
断線も心配ありません。

ウエーブ形状の低反発ポリウレタン
(低反発ウエーブフォーム)が効果的
に衝撃を吸収します。

Bluetooth®搭載タブレットやパソコンなら、
レシーバーなしでスマートに接続でき、
USBポートをふさぎません。かさばらず、
モバイルに最適です。

USB-C Digital AV Multiportアダプタがあれば、
USB-Cポートを搭載したMacBookや、
Thunderbolt 3（USB-C）ポートを搭載した
MacBook ProをHDMIディスプレイに接続
しながら、同時に標準的なUSBデバイスや
USB-C充電ケーブルをつなぐことができます。 

USB-C Digital AV Multiport 
アダプタ

特別価格7,480円（税込）

特別価格3,055 円（税込） 13.3インチ 

Win 用アクセサリーWin 用アクセサリー

Mac 用アクセサリーMac 用アクセサリー

電話&リモートサポート ( パソコン・タブレット版 )　電話 &リモートサポート ( パソコン・タブレット版 )　

パソコン、タブレット本体と対象周辺機器の操作方法や相談、故障診断などで
困った時に電話サポートいたします。

３ヶ月
コース

12ヶ月
コース

ホワイトブラック

電話サポート
電話（電話代無料※）にて質問や不具合の
お問い合わせが可能です。
※携帯電話・PHS・一部の IP 電話を除く

リモートサポート
お客様のパソコンをリモートにより不具合
を解消します。
※ネット接続環境必須

即日かけつけサポート
お客様のご自宅までかけつけ問題を解決し
ます。（有償サポート）
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日経パソコン Edu アクセス権 1年間分（税別定価 7,200 円）を
お申込みになりますと、特別割引で、今なら 2,160 円（税別）です。

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 1年間利用し放題。

詳細は http://g-shinshinkai.co.jp/pc/ まで、
お申し込みは、加賀ソルネットの販売ページから、
お問合せは、 it-sales@g-shinshinkai.co.jp まで、お願いします。

学習院蓁々会

日経 BPが発行する 70 冊以上の専門書籍を閲読できます。 Office
ソフトの基礎から資格テスト対策、就職に役立つキャリアデザイ
ン関連書籍などが読み放題です。 このほかにも、さまざまなオリ
ジナルコンテンツを用意しています。
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ショッピングサイトでのお申込みから商品のお届けまで

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

1

ID aaabbb

PW

ログインする

●●●●●●●

ログインIDおよびパス
ワードを入力し、「ログイン
する」ボタンをクリックして
ください。

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

2
ご希望の商品の画像もし
くは商品名をクリックして
ください。15インチ

ノートパソコン
200,000円

3ボタン
LEDマウス

10,000円

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

3

カートに追加

商品の内容をご確認の
上、「カートに追加」ボタン
をクリックしてください。

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

4
「商品がカートに追加されま
した」というポップアップが表
示されますので、「カートを見
る」ボタンをクリックし、カー
トの内容をご確認ください。

15インチ
ノートパソコン

200,000円

商品がカートに追加されました

15インチノートパソコン

200,000円
カートを見る

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

5

注文手続きへ

ご注文商品の内容に問題
がないようでしたら「注文
手続きへ」ボタンをクリッ
クしてください。

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

6
「個人情報の取り扱いについて
はこちら」より内容をご一読い
ただき、「同意する」にチェック
を入れて「同意して次に進む」
ボタンをクリックしてください。

15インチノートパソコン 個人情報の取り扱いに
ついてはこちら200,000円

3ボタンLEDマウス

10,000円

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

7

9

10

学校名や送付先のご住所
等、必要事項をご入力くだ
さい。

メールに記載されている銀行口座宛
に最寄の銀行・ATMやネットバンキン
グよりお振込みください。

お客様からのご入金、もしくは提携信販会社からの分割
払い審査承認の確認が取れ次第、商品の手配を開始いた
します。

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

A –|é ê http://shop.kgem.co.jp

8
お支払い方法をお選びい
ただき、「注文を確定する」
ボタンをクリックしてくだ
さい。

姓 加賀 名 太郎

104-0032

中央区八丁堀3-27-10

東京都 
セイ カガ メイ タロウ

同意して次に進む

銀行振込

個人情報の取り扱いに
ついて同意する

コンビニ決済

分割払い

注文を確定する

ログイン 商品の選択

カートに追加 カートの中身を見る

カートの中身を確認 個人情報取扱について同意

ご注文者様情報の入力

銀行振込の場合

商品手配の開始
11

ご入金確認後、Panasonic商品は約３週間の
予定です。Mac商品は３週間以上かかる場合
もございます。

商品のお届け

支払方法の選択

ご注文を承りました
この度はご注文をいただきまして、誠にありがとうございます。

支払期限 : 20**/**/**
銀行名 : 三井住友銀行
支店名 : ラベンダー支店

------------------------------
お支払先
------------------------------

メールに記載されている払込票番号
等をコンビニエンスストアにご提示
いただき、お支払いください。

弊社提携信販会社のサイトにて分割
払いお申込み手続きをお進めくださ
い。完了後、提携信販会社から確認の
連絡がございます。

コンビニ決済の場合 分割払いの場合

ご注文を承りました
この度はご注文をいただきまして、誠にありがとうございます。

コンビニ種別 : ******
払込票番号 : **********
支払期限 : 20**/**/**

------------------------------
お支払先
------------------------------ 姓 加賀 名 太郎

セイ カガ メイ タロウ

15インチノートパソコン

15インチノートパソコン

サンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプル15インチ 3ボタン15インチ15インチ 3ボタン
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この度はご注文をいただきまして、誠にありがとうございます。 この度はご注文をいただきまして、誠にありがとうございます。

振込用紙は届きませんのでご注意ください。
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2021/4/1 から、学習院大学と学習院女子大学では、在校生へのOffice365 の無償提供が開始されますので、在
学中は、MS Office を所有する必要はありません。しかし、Office365 は卒業と同時に使えなくなりますので、
学割でMS Office を格安に購入出来る在学期間に、忘れずにお買い求めになられることをお勧め申し上げます。



よくあるご質問

支払方法や注文商品を変更したいのですが。Q1

ご注文をいったんキャンセルいたしますので、加賀ソルネットへお電話もしくはメールにてお問い合わせください。
キャンセル処理完了後、再度ご希望のお支払方法・商品にてお申込みください。

A1

支払期限が過ぎてしまいました。Q2

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、再度新規でお申込みください。A2

注文商品の一部をキャンセルしたいのですが。Q3

ご注文商品の一部のみをキャンセルすることはできかねます。全ての商品をいったんキャンセルいたしますので、加賀ソルネット
へお電話もしくはメールにてお問い合わせください。キャンセル処理完了後、再度新規でお申込みください。

A3

入金後にキャンセルはできますか？Q4

この度のモデルは受注生産品となっておりますので、原則ご入金後のキャンセルはお受けできかねます。しかし、ご入金後にご
入学を辞退されたなどのやむを得ない事情の場合に限り、キャンセルをお受けいたしますので、加賀ソルネットへお電話もしく
はメールにてお問い合わせください。

A4

信販会社分割払いの審査が見送りとなってしまいました。Q5

誠に恐れ入りますが、別の方の名義にて再度分割払いお申込みいただくか、別のお支払方法にてお申込みください。なお、審査
結果内容の開示はできかねますのでご了承ください。

A5

個人情報を入力して注文を確定させようとしても、エラーが出て先に進めません。Q7

必須項目（赤い「＊」印が付いた項目）はすべてご入力いただいているかご確認ください。
また、お名前に旧漢字は使用できませんのでご注意ください。

［旧漢字例］ 髙　﨑　濵　栁　など

A7

注文後、メールが届きません。Q8

メールアドレスに入力間違いがございますとメールが届きませんので、ご入力の際はご注意ください。
また、携帯電話のメールアドレス（特に「@ezweb.ne.jp」）は、迷惑メールフィルタ設定の関係で受信が拒否されている場合がご
ざいます。「@solnet.ne.jp」「@kgem.jp」ドメインのメールは届くように設定の変更をお願いいたします。

A8

パソコンもスマートフォンもなく、ECサイトからの申込みができません。Q9

加賀ソルネットへお問い合わせください。FAX専用お申込用紙をお送りいたします。なお、お電話でのご注文は承っておりません。A9

URL（「https://」から始まるECサイトアドレス）を正しく入力してもECサイトにアクセスできません。Q6

URLを正しい箇所にご入力いただいているか、以下をご参照いただきご確認ください。A6

ECサイト（ショッピングサイト）のご利用について

ご注文内容の変更・キャンセルについて

上図の赤枠内にURLをご入力ください。緑枠内にご入力いただいてもアクセスできません。
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パソコン画面（Microsoft Edge） スマートフォン画面（iPhone Safari）



決済について

商品のお届けについて

コンビニ決済で申込みました。コンビニエンスストアで支払う際、クレジットカードは使用できますか？Q11

いいえ、使用できません。現金でお支払いください。A11

支払いの手数料はいくらになりますか？Q12

［コンビニ決済］無料

［銀行振込］お支払いの金額やお振込元の銀行によって異なりますので、各銀行のWeb ページ等でご確認ください。

［信販会社分割払い］以下表をご参照ください。

A12

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。Q10

お申込み者様一人一人に異なった口座番号を割り振っております（バーチャル口座）ので、正しい口座にお振込みいただければ
お客様を特定することができます。

A10

分割回数

金利手数料（％）

3回

2.01

6回

3.53

10回

5.00

12回

6.00

18回

9.00

24回

12.00

30回

15.00

36回

18.00

銀行ATMで現金で振り込もうとしたら、1度に10万円までしか振り込めません。合計金額が10万円を超える場合、分割して振り込
んでもいいでしょうか？

Q13

はい、分割してお振込みいただいて問題ございません。なお、通帳送金の場合は一括でお振込みいただけますので、こちらも是
非ご利用ください。

A13

海外から入金できますか？Q14

誠に申し訳ございませんが、原則的に日本国内からのご入金のみお受けいたしております。A14

分割払いの申込みは、学生の名前でもできますか？Q15

満20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。

A15

領収書の発行はしてもらえますか？Q16

注文状況確認ページから領収書の発行を行うことができます。A16

商品はいつ頃届きますか？Q17

決済完了後、Panasonic製品は３月上旬以降約３週間でお届け、Apple製品は3～4週間以上かかる場合もございます。メーカー
の生産状況や交通事情等により、通常よりお時間をいただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

A17

入学に際し、引越を予定しているのですが、どうすればよいでしょうか？Q18

ECサイトでお申し込みの際、申し込み情報入力後の要望欄に引越日をご記入ください。（引越先住所が確定している場合）
引越先住所が未定の方は決定後gakushuin-support@solnet.ne.jpまでメールください。

A18

パソコンは初期設定がされた状態で届くのでしょうか？Q19

初期設定はされておりませんが、パソコンの電源を入れた後、画面の指示通りに進めていくと容易に設定できます。A19

加賀ソルネット株式会社  EMカンパニー 0120-127-115 gakushuin-support@solnet.ne.jpお問合せ
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会 社 名
住　　所
事業概要

〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-27-10 八丁堀プラザビル9階
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

お客様から直接書面によって個人情報を取得する場合
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　飯田 康司
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

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. 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. 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
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、利用目的について
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。

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。

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。
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
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。
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。

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。

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　飯田 康司

制定日:2010年6月18日

改訂日:2017年7月25日

加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー

会 社 名
http://g-shinshinkai.co.jp/pc/　Tel： 03-5979-7767 　メール：it-sales@g-shinshinkai.co.jp  
株式会社学習院蓁々会

加賀電子グループ

■ 個人情報の取り扱いについて

個人情報の類型 書類例 利用目的

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

当社のホームページ等で運営するサイ
トでの購入申込等に関する個人情報

Web記入
フォーマット

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

1

2

お問い合わせ・相談等の申出者
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

ご入学予定学校、
在籍校及び学習
院蓁々会

ご入学予定学校、
在籍校及び学習
院蓁々会

ご入学予定学校、
在籍校及び学習
院蓁々会

業務上必要な情報の連絡等 当社1

2 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
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

3 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
適切な対応
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

共同利用する個人データの項目 共同利用する目的 共同利用する者の範囲 管理責任者
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□ 受け取る　　□ 受け取らない

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.

A-1 195,250 円Panasonic Let's note CF-QV 256GBSSD［ 4年保証付き ］

B-1 170,500 円Panasonic Let's note CF-SV 256GBSSD［ 4年保証付き ］

41,250 円エプソン A4カラーインクジェット複合機EW-M630

3ボタンワイヤレス BlueLEDマウス ブラックE-1

F-1

G-2

3,055 円
3,055 円

ロジテック ポータブルDVDドライブ ホワイト

ＰＣ用インナーバッグ ＺＥＲＯＳＨＯＣＫ 13.3インチ

5,093 円
H-1 日経パソコンEdu 2,376 円

V28 4K ディスプレイD-1

C-1

35,200 円

製　品　名 金額（税込）

円合計金額
■ FAXでのご注文をご希望のお客様　※携帯電話などメールを受信できる環境が必要です。

Ｆ
Ａ
Ｘ
専
用
購
入
申
込

　

用
紙
を
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送
り
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ま
す

１
． 申

込
書
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入
後
、
弊
社
へ

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
送
り
く
だ
さ
い

５
．決
済
完
了
後
、
商
品
手
配

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

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-a.
代金のお支払い

4-b.
代金のお支払い

コンビニ決済

銀行振込

２
．

FAX 注文の方は、この用紙をご利用下さい

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
線

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

FAX
050-3730-9820

■ こちらの購入申込書を加賀ソルネット株式会社 EMカンパニーまでFAXしてください。

お申込FAX番号 050-3730-9820
※ 上記FAX番号へ送信ができない場合は、「03-5566-3050」のFAX番号をご利用ください。

■学生様情報記入 ※黒枠内は全て記入必須 お申込日　　　　　年　　月　　日

〒

フリガナ

個人情報の取り扱いについて
「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。

個人情報の取り扱いに  □同意する

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 □ローソン /ミニストップ □セイコーマート □ファミリーマート

　　□ 銀行振込

E-mail

携帯電話番号

ご住所

学生様名

学校名

自宅or 保護者様の電話番号

フリガナ

フリガナ

学部名・学科名

学習院蓁々会の
お知らせ

@
- - - -
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