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2018年度

広島大学オリジナル パソコンのご紹介

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。
広 島 大 学 生 協 オ リ ジ ナル パ ソ コ ン
広 大 生 協 オ リ ジ ナル パ ソ コ ン

広島大学生協

新入生のためのパソコン

スペ ッ ク

オリジナルパソコン詳細

ご注文・お問い合わせは

広島大学公認：広島大学生協オリジナルパソコン
確かな性能

安心のサポート

Contents

圧倒的な保守内容

学生のパソコン必携化について
ノートパソコンの点検と初期講習会
について（入学生は全員実施）
ご購入後のサポート体制
動産保険付き4年間PCハードウェ
ア保証

Microsoft Surface Pro FJS-00014

広島大学生協限定オリジナルモデル

113,400円（税込）

新入生価格

（本体価格：105,000円

消費税：8,400円）

Apple MacBookAir 13インチ MQD32J/A

広島大学生協限定オリジナルモデル

100,224円（税込）

新入生価格

（本体価格：92,800円

消費税：7,424円）

Apple MacBook 12インチ MNYK2J/A

広島大学生協限定オリジナルモデル

144,774円（税込）

新入生価格

（本体価格：134,050円

消費税：10,724円）

シ ョッ ピ ング サ イ ト

ノートパソコン短期貸出のご案内
PCヘルプデスク
よくあるお問合せ

2017年度は約1,850名以上の新入生が広大生協オリ
ジナルPCを購入！
（新入生約2,500名の約75％にあたります）

過去のページは、こちらのPDFにてご覧ください。
2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

現役広大生が自分達で選んだ、新入生のためのパソコン
ここが決め手!

広大生がこのPCを選んだ理由
実

績

全てにこだわって選定しています

しっかりした作り、デザイン面、スペック、生協でのサポート体制、これらを全て考慮にいれて選定してい
ます。
オプションの4年間ハードウェア保証は、修理に対して原則追加料金が発生しない、どこにも真似のできない
保証内容になっています。

必携化

4年間の使用を想定

パソコン必携化により、PCを自転車や徒歩で持ち運ぶことや、就活・教育実習・研究室での持ち運びを想定
し、「重量・サイズ（薄さ）・バッテリーの駆動時間」をより重視しています。
4年間の使用に耐えうる基本性能も満たしています。

安

い

広大生協オリジナルPCは、良いものを、もっとお求めやすく。

最新のOSを搭載して、スペックアップしながらも、お求めやすい低価格を実現！

学生主催のオリジナルPC選定コンペの様子。採用メーカーさんからの提案を受けている様子です。これ以外
のメーカーさんも参加頂きました。

実機を用意していただき提案を受けている様子

広大生協オリジナルパソコン

提案機種について学生が質問

スペック

広島大学生協では、広島大学で提示されているパソコンの必要条件を満たしています。
生協オリジナルPC

Windows

Mac

Mac

Apple MacBook 12インチ

Microsoft Surface Pro

Apple MacBook Air 13インチ

【FJS-00014】

【MQD32J/A】

PC本体価格

113,400円（税込）

100,224円（税込）

144,774円（税込）

OS

Windows 10 Pro（64bit）

macOS High Sierra（10.13）

macOS High Sierra（10.13）

CPU

Intel Core m3

Intel Core i5 Dual Core

Intel Core m3

内蔵ディスク

SSD 128GB

SSD 128GB

SSD 256GB

メモリ

4GB（増設不可）

8GB（増設不可）

8GB（増設不可）

液晶画面

12.3インチ 10点マルチタッチ

13.3インチ

12.0インチ

（解像度）

（解像度2,736 1,824）

（解像度1,440 900）

（解像度2,304 1,440）

光学ドライブ

なし（別売）

なし（別売）

なし（別売）

USB3.0ポート

1ポート

2ポート

なし

無線LAN

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

有線LAN

なし（別売アダプタ）

なし（別売アダプタ）

なし（別売アダプタ）

約13.5時間

約12時間

約12時間

重量

1,078g （タイプカバー含む）

約1.35kg

約920g

本体サイズ

295 217 14mm

（幅 奥行 高さ）

（タイプカバー含む）

325 227 30〜170mm

280.5 196.5 35〜131mm

なし

なし

25,000円（税込）

30,000円（税込）

機種

バッテリ
駆動時間

付属品
四年間動産保証

Surface Pro タイプカバー（黒）
Surface ペン
25,000円（税込）

【MNYK2J/A】
※色はゴールドのみ

※USB-TypeC 1ポート

※Microsoft OﬃceとMac用ウイルス対策ソフトウェアは，大学包括ライセンスのものを初期講習会でインストールします。

ご注文・お問い合わせは…
お 電話 で （2 月 中 旬〜 4 月末 日迄 ）
●専用フリーアクセス(携帯から通話可)
2月下旬から4/1は無休 10:00〜17:00

0800-200-7930

左記以外 (平日) 10:00〜17:00

(土・日・祝

休)

シ ョッ ピ ング サ イ ト
広島大学生協の受験生・新入生応援サイトVsignからどうぞ。
http://vsign.jp/hiroshima
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学生のパソコン必携化について

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。

パソコンについてのご案内・学生のパソコン必携化について
入学までにご準備いただく携帯型パソコンの必要条件

Contents
広島大学生協
オリジナルパソコン詳細
学生のパソコン必携化について
ノートパソコンの点検と初期講習会
について（入学生は全員実施）

広島大学公式Webサイトに掲載された「ノートパソコンの必携化について」のご案内
ノートパソコンの必携化について

ご購入後のサポート体制
動産保険付き4年間PCハードウェ
ア保証

2014年11月27日付

学長定例記者会見にて発表された「学生のパソコン必携化」について

PCヘルプデスク

報道発表資料

Home

ノートパソコン短期貸出のご案内

よくあるお問合せ

受験生・新入生の皆様へ
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2018年度

入学生 は全 員実 施

ノートパソコンの点検と
初期講習会について
2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。
生 協 オ リ ジ ナル パ ソ コ ン ご 購 入 の 方

Contents
広島大学生協

パソコンをご自分で準備される方

オリジナルパソコン詳細
学生のパソコン必携化について

広島大学では、2015年度入学生から自分専用のノートパソコンを所有して活用することになりました。 し
かし、その前に自分のパソコンが大学内で安全かつ問題なく使用できるか、各自でパソコンの必要条件を点
検する必要があります。
ノートパソコンの点検と初期講習会
ノートパソコンの必携化について

ノートパソコンの点検と初期講習
会について（入学生は全員実施）
ご購入後のサポート体制

» 「内容」 » 「ノートパソコンの点検と初期講習会」

ここでは「ノートパソコン必要条件の点検」と「初期講習会」について、生協からご案内いたします。

動産保険付き4年間PCハードウェ
ア保証
ノートパソコン短期貸出のご案内
PCヘルプデスク

生協オリジナルパソコンご購入の方

よくあるお問合せ

事前にパソコンを受け取り、初期講習会に参加すれば必要条件の点検は完了です。
パソコンは各キャンパスごとに下記の期間(営業時間10時〜17時)広島大学生協各コープショップでお渡ししま
す。必ずこの間に受け取りにご来店下さい。(初期講習会ではパソコンのお渡しを行いません)

パソコンのお渡し日程はこちら
キャンパス

お渡し期間

お渡し場所

受付時間

東広島

3/30(金)〜 4/2(月)

生協西2コープショップ

10：00〜17：00

霞(医歯薬)

3/30(金)〜 4/2(月)

生協霞ヴィオラショップ

10：00〜17：00

東千田(夜間主)

3/30(金)〜 4/2(月)

生協東千田プナナショップ

10：00〜17：00

初期講習会の開催日程はこちら
各学部学科の実施日程はコチラ

パソコンをご自分で準備される方
初期講習会に参加される方

初期講習会を受講の場合「ノートパソコン点
検届」の提出は不要です

初期講習会に参加されない方

どうしても初期講習会に出席できない場合
4月13日までに「ノートパソコン点検届」を実施
して下さい。

「ノートパソコン点検届」は，入学後学生証を配
布(IDとパスワード同梱)されてから，オンライン
初期講習会に参加される方は、URLまたは

学習支援システム「Bb9」にログインして，実施

QRコード講習の申込をしてください

してください。
オ ン ラ イ ン 学 習 支 援 シス テム 「 B b 9 」

お 申 込 み フ ォ ーム は こ ち ら

※ログイン後 「ノートパソコン点検届2017」と
いうコースがありますので，それをクリックして
おこなってください。
点検届の内容は，以下のとおりです。
1. ノートパソコンのメーカと型番の記入

※講習会は所属する学部・学科(コース・類)の指
定された日時に参加して下さい。

2. OSの種類とエディションの記入
3. OSのbit数の記入
4. バッテリ駆動時間の記入
5. 広島大学の学内共用情報コンセント(無線)へIMCアカ

所属の違うところには参加できません。

ウントとパスワードを用いて接続し，インターネッ
トへアクセスできることを確認。
6. OS(WindowsOSまたはMacOS)の自動アップデート
機能が有効になっていることを確認

必要条件の点検クリア

7. ウイルス対策ソフトウェアのインストールを確認(た
だし，お試し版などを除く)
8. ウイルス対策ソフトウェアの自動アップデート機能
が有効になっていることを確認
9. ウイルススキャンを実行し，パソコンがウイルスに
感染していないことを確認
10. Microsoft Oﬃce 2016のWord(文章作成)，
Excel(表計算)，PowerPoint(プレゼンテーション)が
インストールされ，動作することを確認
11. 広島大学のメールサービス(Oﬃce365)にIMCアカウ
ントとパスワードを用いてログインできることを確
認
12. 「学生情報の森 もみじ」に広大IDとパスワードを用
いてログインできることを確認
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ご購入後のサポート体制

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。
初期講習会で安心

パソコン総合窓口で在学中サポートします

修理時も貸出用パソコンで安心

Contents
広島大学生協
オリジナルパソコン詳細
学生のパソコン必携化について

生協PC購入者だけのアプリ「PCサポートデスク」

ノートパソコンの点検と初期講習会
について（入学生は全員実施）

セットアップも複雑な無線設定も初期講習会で安心
オリジナルパソコンをご購入の新入生さんを対象に、例年、学部学科毎で
初期講習会を実施しています。
セットアップはもちろん、少し複雑な学内無線LANへのアクセス設定、方
法や、トラブルの際の対処法などを先輩学生のサポートのもと行います。
家に帰ったら、すぐに自分で使い始めることが出来る、それもオリジナル
パソコンの特徴です。

ご購入後のサポート体制
動産保険付き4年間PCハードウェ
ア保証
ノートパソコン短期貸出のご案内
PCヘルプデスク
よくあるお問合せ

初期セットアップ
大学包括ライセンスOﬃceソフト、ウイルス対策ソフトのインストール支援、セッ
トアップ
Windowsアップデート、設定
学内無線LANへの接続方法
セキュリティ対策について
パソコントラブル時の対応の説明

…等

学内のパソコン総合窓口で在学中サポートします
東広島キャンパス内では、生協西2コープショップ内に、専用のPC・イン
ターネット総合窓口があります。
また霞キャンパスも、霞ヴィオラショップに専任スタッフが常駐していま
す。
設定でお困りのとき、原因不明の動作不良、もちろん故障時も、講義のつ
いでにPCを持ってきていただければ、スタッフが対応いたします。
お気軽にお越しください。

修理時も貸出用パソコンで安心

大切に扱っても突然故障することがあるのが精密機器のパソコンです。修理中に，宿題，レポートやメールのチェ
ックなど，パソコンを使いたい時も広島大学生協で貸出用パソコンを借りることができるので安心です。
家電量販店等では修理期間中の代替機貸し出しを行っていないのが一般的です。修理期間中に代替パソコンを借り
られるのは，生協オリジナルパソコン購入者だけの特典です。
※貸出しが集中した場合、お待ちいただくことがあります。

生協PC購入者だけのアプリ「PCサポートデスク」
広島大学生協ではこのアプリで、PCカウンターの来店予約やPCに関する問い合わせをすることができます。
また、「PCヘルプデスク」会員になると以下のことにもお使いいただけます。

■ワークショップなどの機器に関するイベントの開催通知
■上記イベントへの参加申し込みなど
※4年間ハードウェア保証、PCヘルプデスクにあわせてお申込みいただくことで、このアプリを最大限活用できるようになります。
※スマートフォンをお持ちでない方は、PCのWebブラウザからご利用いただけます。

iOS版

Android版

「PCサポートデスク」アプリは、パソコン初期講習会でセットアップします。講習会前にご利用いただくことはで
きません。
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動産保険付き
4年間PCハードウェア保証

2018年度

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。
4 年 間 P C ハ ー ド 保 証 を オ ス ス メ し ま す。

動産保険付き4年間PCハード保証

4年間PCハード保証おすすめの4ポイント

Contents
広島大学生協
オリジナルパソコン詳細
学生のパソコン必携化について

広大生のために作られたこの保証をオススメします。
2017年はオリジナルPCを購入された98％以上の方が保守パックをお申込！
故障率の低いパソコンといっても、持ち運ぶ機会も多い学生の利用シーンでは故障がつきものです。
下の画像はその良い例・・・自己責任でも無償で修理が可能な4年間保守パックをおススメしています。

ノートパソコンの点検と初期講習会
について（入学生は全員実施）
ご購入後のサポート体制
動産保険付き4年間PCハードウェ
ア保証
ノートパソコン短期貸出のご案内
PCヘルプデスク
よくあるお問合せ

自転車で通学中、バックからパソコンが飛び出し、

バックに入れたまま、壁にぶつけてしまい、液晶パ

自転車の車輪に巻き込まれてしまった例。

ネルが割れてしまった例。

動産保険付き4年間PCハード保証
広大生に多い「物損故障」はメーカー保証では保証されません。
ハードウェア保証に加入してい

自然故障

物損故障

なかったら

説明書や注意書で記載された通

偶発的な事故で発生する故障

(例:部屋に置いている際、誤っ

常使用で発生する故障

て体重をかけてしまった。男子
学生1年生)
液晶ディスプレイ
60,000〜70,000円
ハードディスク

生協PCカウンター修理受付件
数
自然故障：142件
集計期間
2016年4月〜2017年3月

40,000〜70,000円

生協PCカウンター修理受付件

キーボード
20,000〜30,000円

数
一般的な延長保証(例)
自然修理上限金額：経年低下
100%

物損故障：222件
集計期間
2016年4月〜2017年3月

↓
75%
↓

保証対象外

50%

一般的な延長保証(例)

↓

自然修理上限金額：経年低下

25%

物損修理上限金額：保証対象外

4年間PCハード保証
100%
物損修理上限金額：経年低下なし

4年間PCハード保証

4年間PCハード保証
100%

自然修理上限金額：経年低下なし
物損修理上限金額：経年低下なし

物損修理上限金額：経年低下なし

全損判定となっても・・・
（修理上限金額を超えた場合)

代わりのパソコンを手配
保証対象外

動産保険付き4年間

動産保険付き4年間

動産保険付き4年間

PCハード保証

PCハード保証

PCハード保証

(Surface)

(MacBook Air)

(MacBook)

25,000円 (税込)

25,000円 (税込)

30,000円 (税込)

1,851円)

1,851円)

2,222円)

(本体23,149円、消費税

4年間PCハード保証
ポイント1

(本体23,149円、消費税

(本体27,778円、消費税

おすすめの4ポイント

保証の範囲内なら何度でも修理できます

修理限度額低下なし
全損時も代替機手配あり
メーカー保証対象外も保証

幅広い修理対象
故障、火災、落雷、爆発、破損、曲がり、へこみ、雨漏れ、水漏れ、飛行機の墜落、いたずら、車両の衝突、風
災、山崩れ、雪崩他※盗難、紛失、地震、水害による被害は除きます。

ポイント2

急なトラブルも生協窓口で対応

生協では、物理的な故障、メンテナンスなど、メーカーと協力しながらパソコンの保守作業を引き受けています。
大学内の生協だから安心。講義の空きコマや放課後など普段の生活の開いている時間に利用できます。

ポイント3

修理中は、PCを無料で貸し出し

レポートなどで急ぎの時にPCが壊れてしまっても大丈夫。生協では貸出機を用意していますので仮にPCを修理に
出してもPCが使えないという事態にはなりません！

注意事項
パソコンの内部データは本保証の保証対象外です。外部記憶機器などへ定期的なバックアップをお願い致
します。
4年間ハードウェア保証は広島大学生協オリジナルPCのオプションのため、他店で購入されたPCには適
応できません。
自然故障は保証上限となる「PC本体金額(税込)」の範囲内で修理を行います。
物損の修理限度額は「PC本体金額(税込)」を基準に年度で累積します。ただし、物損での保証が履行され
た場合でも、購入日を基準として、経年にて上限は回復します。
1回の修理見積金額が、上限金額を超過した場合には代替品の提供を行いますが、提供をもって保証は終
了致します。代替品は原則同一機種とします。上限の範囲での購入が難しい場合には、加入者にて差額負
担での代替品提供となります。
対象はパソコン本体のみです。ACアダプタ、電源コード、Surface付属ペン、ソフトウェア、その他コー
ド類は消耗品扱いとなり、保証対象とはなりません。
4年間ハードウェア保証に加入されていても、パソコンの置き忘れ(紛失)は保守対象になりません。講義
室、ロッカー、その他公共施設での置き忘れはご注意ください。
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2018年度

ノートパソコン 短期貸出のご案内

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。

Contents

広島大学生協では、2015〜2017年度入学生に対し、授業にノートパソコンを忘れた時の貸出を実施しています。

広島大学生協

貸出期間は原則1日で料金は税込み1,000円です。（※生協オリジナルパソコンのご購入者は無料です）

オリジナルパソコン詳細

貸出は以下の四店舗で実施しています。パソコンを忘れた際は各店舗のサービスカウンターへお越し下さい。

広島大学生協北1コープショップ

広島大学生協西2コープショップ

東広島キャンパス北地区

東広島キャンパス南地区

理学部、法学部、経済学部近くの店舗

総合科学部近くの店舗

東 広 島 キ ャンパ ス

店 舗 マ ップ

霞キャンパス内の店舗
霞 キ ャンパ ス

店 舗 マ ップ

広島大学生協東千田プナナショップ
東千田キャンパス内の店舗
東 千 田 キ ャンパ ス

店 舗 マ ップ

店舗マップ

各店舗の営業日・営業時間はこちら
※貸出準備台数には限りがあります。お申し込み多数の場合、お貸し出しできない場合がございます。
※貸出の際に貸し出し簿に、氏名、学生番号、電話番号をご記入頂きます。
※原則授業で使う当日のみ貸出です。やむを得ず当日返却できない場合のみ翌日返却も可能です。
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ノートパソコンの点検と初期講習会
について（入学生は全員実施）
ご購入後のサポート体制

東 広 島 キ ャンパ ス

広島大学生協霞ヴィオラショップ
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ア保証
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2018年度

PCヘルプデスク

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。
P C ヘ ルプ デ ス ク

ト ラ ブル に も 対 応

相談･対応

会員特典

Contents
広島大学生協
オリジナルパソコン詳細
学生のパソコン必携化について

PCヘルプデスク

ノートパソコンの点検と初期講習会

PCのトラブルは物理的な故障だけとは限らない。あなた

について（入学生は全員実施）

の困ったを解決する新しい「4年間」のサービス。

ご購入後のサポート体制

PC関連の「困った」を解決。PCヘルプデスクなら大学の中ですぐに解決
します。

動産保険付き4年間PCハードウェ
ア保証
ノートパソコン短期貸出のご案内
PCヘルプデスク
よくあるお問合せ

ハードウェア故障以外のトラブルにも対応
広大生から多く問い合わせがあるトラブルをすべて生協のPC総合窓口で
解決できます。

多く問い合わせがあるトラブル
インターネットにつながらない

データが消えてしまった

ずっと同じ画面で進まない

教科書のDVD が再生できない

変な広告が表示される

動作が非常に遅くなった

など

トラブルでなくてもPCについて相談･対応
PCでいろいろなことをしようとするとトラブル以外にも困ることはたくさんあります。その悩みに可能な範囲で対
応いたします。

多く寄せられる相談
広大生に発行されるアドレスをPCで受信できるようにしたい
MacでWindowsを使いたい

店舗利用などで会員特典あり
サポ ー ト内 容 例

店舗利用サービス
■周辺機器貸し出しサービス
各種変換アダプタ貸出
プロジェクター貸出
スクリーン貸出など
■預かり充電サービス
■プリンターインク割引価格から10%OFF

※1

（ブラザーDCP-J972N 教材用プリンター用のみ）
■指定の周辺機器､アクセサリなど購入割引

※1

■スキャニングサービス
紙資料やレジュメをスキャンします。
※1 期間限定で割引キャンペーンを行います。キャンペーン開催時は 「PCサポート」のアプリから通知いたします。

ワークショップへの無料参加
内容例
■iPhone-Mac 連携
■教材プリンターの活用法

「PCサポート」アプリ
広島大学生協ではこのアプリで､来店予約やPCに関する問い合わせをすることができます。
PCヘルプデスク会員になると以下のことにもお使いいただけます。
■ワークショップなどの機器に関するイベントの開催通知
■イベントへの参加申込みなど
PCヘルプデスクにお申し込みいただくことでこのアプリを最大限に活用できるようになります。
※Webブラウザでもアプリと同じことができるため､スマートフォンをお持ちでない方もご利用いただけます。

PC-スマートフォン連携
■PCメールをスマートフォンで送受信設定
■Appleアカウント設定（Mac-iPhone）
■デザリングセットアップ
■iCloud設定（Mac-iPhone）

PCデータの保護
■パソコンデータのバックアップ対応 ※1
■定期バックアップ設定 ※1
■パソコンデータの救出対応※2
※1HDDなど記憶装置は別途ご購入いただきます。
※2PCデータを保証するものではありません。

PCセットで購入すると

PCセット周辺機器サポート（PCセット特典）
■在学中修理保証（各商品年1回のみ）
プリンターは修理対応による修理費負担
無線ルーター､DVDドライブは無償交換対応
■無線ルーター設定（店舗持ち込み）
PCとルーター間の接続設定

PCヘルプデスク

18,000円（税込み）

注意事項
■4年間のサービスです。在学中の一括申し込みとなります。
■PCヘルプデスクは広島大学生協オリジナルPCをご購入の方のみお申し込みいただけます。

HOME › 受験生・新入生の皆様へ › 広島大学オリジナルパソコンのご紹介 › よくあるお問合せ

2018年度
生協オ リジ ナルパ ソ コンに 関 する

よくあるお問合せ

2015年度以降の学部新入生からパソコンが必携化(携帯が必須)になっています。
パソコンについて
初期講習会について

ソフトウェアについて
4年間保証について

対応
その他

よくご質問頂く内容をQ&Aとしてまとめています。ご確認ください。

パソコンについて
広大生協オリジナルパソコンは、どうやって購入できますか？
生協より申込に関する資料をお送りします。
資料をお受け取りでない方は、ご請求ください。
お申込は、申込書の郵送、インターネットからご購入頂けます。

古いPCをもっているが、新しいパソコンを買った方がいいの？
必ず買わなければならないということはありません。
但し、パソコン必携化の関係で、授業や学内での様々な使用場面において、大学へ持ち運ぶことを想定してお
いて頂く必要があります。
尚、広大生協オリジナルパソコンは台数に限りがありますので、お申込のタイミングによってはご購入頂けな
い場合もございます。
入学までにご準備いただく携帯型パソコンの必須条件

古いパソコンを持っているため、入学時には買わないでおこうと思うが、入学後に広
大生協オリジナルパソコンが欲しくなった時には購入できるのか？
広大生協オリジナルパソコンは台数限定のオリジナル商品です。
ご注文の時点で在庫があれば購入頂けますが、完売であれば購入いただけません。
例年想定以上のご注文を頂いており、早めの完売となる可能性もあります。

ソフトウェアについて
Oﬃceは無料提供とあるが、広大生協オリジナルパソコンの価格は、Oﬃceの価格を
含まない価格なのか？
広大生協オリジナルパソコンはOﬃceの価格を含まない価格になっています。

Oﬃceは無料提供とあるが、広大生協オリジナルパソコンを購入せずに、Oﬃceが入
っていないパソコンを自分で用意しても構わないのか？
構いませんが、Oﬃceソフトやウイルス対策ソフトはご自分でインストールして頂くことになります。
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ご自分でインストールする場合は、下記をご覧ください。
マイク ロ ソ フ ト 包 括 ラ イセ ン ス ・ ウ イ ル ス 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア

広大生協オリジナルパソコンには、Oﬃceが既に入っているのか？
パソコン初期講習会にてインストール及びセットアップ支援を行った上で、ご利用頂ける状態にしますので、
ご安心ください。

Oﬃceが入っていないPCを買う予定だが、初期講習会までに Oﬃce、ウイルス対策
ソフトを大学でダウンロードすることは 可能か？
ダウンロードには学生番号とパスワードが必要になるため、入学以降になります。 それまでのダウンロードは
できません。

Oﬃceソフト、ウイルス対策ソフトのインストールは学外からでも可能か？
学外からでもダウンロードすることは可能です。
但し、学生番号・パスワードが必要なため、入学後になります。

OS、Oﬃceソフト、ウイルス対策ソフトが無料提供とあるが、インストールは難し
いのか？
手順は、ダウンロードサイトで確認できます。
Oﬃceソフトやウイルス対策ソフトはそれほど複雑ではありませんが、OSのインストールは不慣れな人には難
しいと思います。なお、Windows10はOSで標準にインストールされているWindows Defenderがご利用にな
れます。

対応
パソコンの故障時や、困ったときには対応してくれるのか？
広大生協オリジナルパソコンは、故障時は無条件に対応いたします。ただし4年間ハードウェア保証に申し込ま
れていない場合、修理費は有償になる場合があります。
困ったときの対応は内容によります。PCヘルプデスク(有料サポート)に合わせてお申込みいただければ無条件
に対応いたします。
他店で購入されたパソコンは、ご来店いただいても対応できかねます。あらかじめご了承ください。

初期講習会について
広大生協オリジナルパソコンを購入しなくても、初期講習会は受けることができるの
か？
生協オリジナルPCを購入の方：申込は不要です。（PC購入時に自動的に参加登録されています）
生協以外で購入or既に購入済の方：下記URLから講習の申込をしてください。

※講習会は所属する学部・学科(コース・類)の指定された日時に参加して下さい。
所属の違うところには参加できません。

初期講習会の場所と日時は？

それぞれ所属学部のキャンパスで実施します。日時と会場は下のリンクボタンを押してご確認ください。
各学部学科の実施日程はコチラ

4年間保証について
広大生協オリジナルパソコンを購入するときに、保証をつけることができると聞いた
が？
購入時にオプションとして申込頂くことでつけることができます。但し、保証はパソコンとの同時申込に限り
ます。

その他
4年間保証やPC総合セミナーなど、利用した方がよいのでしょうか？
お申込は任意ですが、時期を過ぎてのお申込・ご利用ができない商品・サービスがあります。
詳しくはお問合せください。

自宅や学内でインターネットを利用するための、設定方法がよくわからない。
自宅でインターネットを利用されたい場合は、生協へお問い合わせ下さい。（但し、物件によっては対応でき
ない場合があります）
学内のインターネット利用については、無線LANの接続方法は広大生協オリジナルパソコン購入者の方は初期
講習会でご案内し、接続できるよう対応いたします。
それ以外の方は下記URLをご参照ください。
学内共用情報コンセント(無線/有線)
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