
保護者様各位 

ノートパソコンの購入に関するご案内 
 

株式会社西九大サポート    

（㈻永原学園 100%出資の事業会社） 
 

当社では、学校法人永原学園「西九州大学及び西九州大学短期大学部」が、令和３年度新入学生

よりノートパソコンまたはタブレット端末の必携化実施により、ご入学前にノートパソコン等のご準備を保護者

様ならびに学生様にて行っていただくことが原則となっておりますので、その一助としまして、同大学の推奨仕

様に適応したノートパソコンのご購入をご案内させていただきます。 

 ノートパソコンをご購入予定の方で、機種のご選定にお困りの際には、是非ご購入のご検討をお願い申し

上げます。 

 

１．メーカー・型式 

Dynabook株式会社製 「dynabook GCX83/PLE(オニキスブルー)」 

 

２．価格 

① dynabook GCX83/PLE 本体  120,000 円（税込） 

② ＡＳＰ（アカデミーサポートパック） 17,600 円（税込）※任意加入 

 

※ＡＳＰ（アカデミーサポートパック）とは、通常のメーカー保証 1 年を 4 年に延長し、落下・盗難・災害

などに対応した損害補償（４年間）をセットにした、ご購入時のみ加入できるサービスです。 

 

３．基本仕様等 （機器の詳細は別紙チラシをご覧ください） 

項    目 性  能 

OS Microsoft Windows 10 Home 64 ﾋﾞｯﾄ 

CPU（プロセッサ） 第 11 世代インテル Core-i5  

ストレージ（HDD、SSD等） SSD 256GB 

メモリ 8GB  

画面 13.3 インチ 

無線 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6 準拠) 

カメラ機能 カメラ 付属 

音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子 付属 

外部接続端子 
USB3.1(Gen1)×2、USB Type-C(Thunderbolt4 対応)×2、

有線 LAN、HDMI、microSD ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ 

その他 
重量約 888g と軽量でバッテリーは約 24 時間駆動する長時間駆動

モデルとなっています。 

 

 

※次項（購入方法）に続きます。 

 



４．購入方法 

 

■ご注文からお届けまでの流れ 

① ＷＥＢフォームよりご注文頂きます（2/28 まで）。 

② 注文後に自動でメール返送される請求内容に従い、代金をお振込み頂きます（3/3 まで）。 

③ 注文時に指定頂いた日時（3/25～3/30）に宅配でお届けします。 

 

■WEB フォーム（アクセス期限：2022 年 2 月 28 日 17：00） 

パソコンからお申し込みの場合は以下のＵＲＬへアクセスしてください。 

https://ws.formzu.net/fgen/S51730445/ 

スマートフォンからのお申し込みは右のＱＲコードからアクセスしてください。 

 

 

■ご注意事項（ご注文の前に必ずお読みください） 

※１．学生様が直接お申し込みをされる場合は、必ず事前に保護者様の了解を得てください。 

※２．代金のお振込後は「ご注文内容確認書 兼 領収書」を発行し、郵送いたします。 

※３．パソコンは準備数に限りがありますので、完売の際はご容赦ください。 

※４．ご注文の締め切りは 2 月 28 日(月)17 時、またはご注文数が準備台数に達したときのいずれか早い方と

なります。 

※５．代金のお支払いは 3 月 3 日(木)までにお願いします。 

※６．お振込の際の振込手数料はご負担くださいますようお願い致します。 

※７．パソコンのお渡しは全て佐川急便による宅配とさせていただいております。送料は西九大サポートにて負担

します。 

※８．代金ご入金後の商品の返品はお受けできかねますので予めご了承ください。 

※９. ご注文可能台数は入学予定の学生 1 名につき 1 台までとさせていただきます。 

※10. パソコンの初期設定はご自身で行っていただきます。 

 

 

■本推奨機種についての詳細や購入方法等に関するお問い合わせ先 

株式会社西九大サポート（永原学園法人本部） 

担当：錦戸（ニシキド） 

〒840-0806 

佐賀市神園 3 丁目 18-15 

TEL 0952-37-9543 

https://ws.formzu.net/fgen/S51730445/


1日使える約24.0時間の長時間駆動モデル＊1と
重量約778gの軽量モデルから選択可能

薄くて軽いモバイルノートなら、
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。

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、
dynabookあんしんサポート 修理相談窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ＊2 無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。これらのテストは信頼
性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。 ＊3 本機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。顔認証機能は、
データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。顔認証をするときは、顔認証センサーの正面に顔を向けてください。顔認証センサーに保護シートが貼ってある
場合には、顔認証機能を使用する前に必ず保護シートをはがしてください。顔認証機能は室内での使用をお勧めします。屋外では太陽光の影響により顔認証の登録や顔認証によるWindowsのサインインなどに失敗することがあります ＊4 市販のThunderbolt™ 4対応周辺
機器が必要です。 ＊5 SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊6 IGZOとはインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛（Zn）・酸素（O）の化合物による液晶です。 ＊7 「デバイスの暗号化」は初期
値では「オン」になっています。
※画面はハメコミ合成です。 ※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

安心の堅牢性
アメリカ国防総省制定のMI L 規格に
準拠した耐久テストをクリア＊2

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

顔を向けるだけでサクッとサインイン
赤外線顔認証＊3

入力しやすいキーボード

ビデオ通話での意図しない撮影を防げる
Webカメラシャッター搭載

モデル 型番・カラー OS CPU ディスプレイ SSD＊7 メモリ 重量
バッテリー

駆動時間＊1
Windows Hello
対応認証機能

長時間駆動モデル
A69AG5PADLL1
（オニキスブルー）

Windows 10 
Home

インテル® Core™ 
i5-1135G7プロセッサー

13.3型 FHD
（IGZO＊6・CSV）

256GB
SSD＊5

8GB
（交換不可）

約888ｇ 約24.0時間

顔認証センサー＊3

軽量モデル
A69AG5PAJLW1
（パールホワイト）

約778ｇ 約10.0時間

新しい大学生活が、
ここから始まる。

❻HDMI®出力端子
❼USB 3.1（Gen1）
❽マイク入力/ヘッドホン出力端子

❶microSDカードスロット
❷USB 3.1（Gen1）
❸LAN

❹セキュリティロック・スロット
❺Thunderbolt™ 4＊4

（USB4™ Type-C）コネクタ×2
※パールホワイトはUSB4™ Type-C コネクタ×１と
なります

2022年度西九州大学・西九州大学短期大学部

ご入学者様 推奨モデルPC

台数限定
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※推奨機種は長時間駆動モデルです。軽量モデルは選択できません。
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※　　　　　で囲まれている方が推奨機種の仕様です。
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本体価格120,000円ASP  17,600円

nishikidoto

※ＡＳＰ（アカデミーサポートパック）とは、通常のメーカー保証1年を4年に延長し、落下・盗難・災害などに対応した損害補償（4年間）をセットにした、ご購入時のみ加入できるサービスです。

nishikidoto

（ｱｶﾃﾞﾐｰｻﾎﾟｰﾄﾊﾟｯｸ）
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（税込）※任意加入

nishikidoto

（税込）



■主なソフトウェア

注1）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをストレージ内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじ
めストレージ内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDディスク/ブルーレイディスクに保存することを推奨します。また、DVD-RAMディスクへの書き込みはできません。
注2）OSが起動しないときに、ストレージ上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ストレージ上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではあ
りません。ストレージが破損している場合、またはストレージ上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、およ
び、暗号化されたファイル、または暗号化されたストレージからは、救助できません。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。
※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。
※本カタログ記載の内容は、本体工場出荷時の仕様です。学校指定のカスタマイズにより、セキュリティソフトなど搭載ソフトウェアが異なる場合があります。

★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各
社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。■ハードウェア仕様

※1. Windows 10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。 ※2. Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をする
ことはできません。 ※3. 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。 ※4. 本体の構造上メモリの交換・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. 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。 ※8. Bluetooth® Version1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。 ※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/cgi-bin/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/i
ndex_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。そのほかの国・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。

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel Insideロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA
2、WPA3はWi-Fi Allianceの登録商標、あるいは商標です。●DTSの特許については、http://patents.dts.comをご参照ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS,Inc.の登録商標であり、DTS Audio ProcessingはDTS,Inc.の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、HDMIロゴは、米国およびその他の国に
おけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCIeは、PCI-SIGの商標です。●その他の本カタログに記載されている
社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttps://dynabook.com/register.htmlをご覧ください。■SSD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原
因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttps://dynabook.com/pc/eco/haiki.ht
mをご覧ください。■本カタログ掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくはhttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htmをご覧ください。■Windows 10 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器
の販売元に動作をご確認ください。■お客様にライセンスされたソフトウェアは、ソフトウェアライセンスと保証条項に同意する必要があります。詳細は、「マイクロソフトライセンス条項（https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_Japanese.htm）」を参照してください。■本カタログに記
載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので､実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタ
ログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客
様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませ
んので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における使用上の注意に関する記載内容を
遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSDの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意
ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あ
るいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）をご覧ください。■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、
病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2020年12月現在のものです。

このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。

モデル名（カラー）／型番
dynabook GCX83/PLE（オニキスブルー）

A69AG5PADLL1
dynabook GCX83/PWE（パールホワイト）

A69AG5PAJLW1

プレインストールOS（※1） Windows 10 Home 64ビット（※2）（※3）

CPU インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー

ディスプレイ 13.3型ワイド（16：9）FHD TFTカラー LED液晶（IGZO・Clear Super View 液晶）1,920×1,080ドット

メモリ 8GB（4GB+4GB）/16GB（DDR4-3200）（※4）

SSD 256GB SSD（PCIe対応）（※5）

通信機能
Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠（※6）、

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠（※7）（※8）

Webカメラ 有効画素数 約92万画素

インターフェース
マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1（Gen1）×2、

Thunderbolt™ 4（USB4™ Type-C）コネクタ（電源コネクタ）×2、
LAN（RJ45）×1、HDMI® 出力端子×1

マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.1（Gen1）×2、
USB4™ Type-C コネクタ（電源コネクタ）×１、LAN（RJ45）×1、

HDMI® 出力端子×1

本体キーボード 86キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm

ポインティングデバイス ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）

バッテリー駆動時間（※9） 約24.0時間 約10.0時間

標準消費電力（※10）
（最大）

約11W（65W）

ACアダプター AC100V～240V、50/60Hzz（※11）

セキュリティ 顔認証センサー、 TPMセキュリティチップ（TCG Ver2.0準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット

付属品 ACアダプター、電源コード 他

外形寸法（突起部含まず） 約306.0（幅）×210.0（奥行）×17.9（高さ）mm

質量（※12） 約888g 約778g

保証 1年保証（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年） 1年保証（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）

サポート ガイド・マニュアル
おたすけナビ ★

パソコンで見るマニュアル ★

その他

データ復旧
dynabook
ファイルレスキュー

注2 ★

データ消去 ハードディスクデータ消去機能 ★

ユーザー登録 dynabookお客様登録 ★

日本語入力システム Microsoft IME ★

インターネット
/通信

インターネット
閲覧

Windows Internet Explorer 11 ★

Microsoft Edge ★

AV機能

静止画・動画
管理

思い出フォトビューア ★

プレーヤー Windows Media Player ★

実用

ノート
アプリケーション

Microsoft OneNote

ボイスレコーダー TruRecorder ★

データ移行

PC引越ナビ ★

バックアップナビ クラウド ★

リカバリーディスク
作成

dynabook
リカバリーメディアクリエーター

注1 ★

アメリカ国防総省制定「MIL規格」
に準拠したテストをクリア＊！

音声を視覚化できる
ボイスレコーダーアプリ

MIL規格とは、アメリカ国防総省が調達する物資に対して
制定した品質基準です。世界でも過酷な基準として知られ、
dynabook GCX83は、落下や振動、衝撃、粉塵、温
度変化など10項目の耐久テストをクリア＊しました。

＊無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験
しています。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する
製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

dynabookオリジナルアプリ「TruRecorder（トゥルーレ
コーダー）」搭載。音声を分析して、話し手を10人まで識
別可能です。話者ごとに色分けされるので誰が話している
のか一目瞭然！ さらに録音時に聞き直したいところにマー
クを付けておけるので、大切な講義などを録音しておいて、
あとで聞きたいポイントから再生できます。

安心の堅牢性 便利なオリジナルアプリ搭載

nishikidoto

※推奨機種はこちらです。

nishikidoto

※こちらは選択できません。

nishikidoto
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学生様向けサポートパック

あんしん

無料保証

在学期間 サポート契約（メーカ保証期間1年+3年延長）
※短期教育、長期専門教育の場合、メーカ保証期間+2年や、メーカ保証期間+5年（最長）などのメニューもご用意しております。お問い合わせは、担当営業までお願いします。

※ソフトウェアトラブルについては本サービスの適用範囲外となります。
※通常修理については、4年間無償となります。  ※盗難の場合は警察署への届出が必要です。
※代替機の提供には、契約内容により免責金が発生する場合があります。

メーカーへお持ちいただくか
配送の手配

修理費用は実費 !!
（修理お見積¥59,800-.）

一般の
パソコンだと

窓口へご連絡いただくだけ! !
サポート期間中の修理は何回でも

無料!!

でてくれば出費ゼロだけど・・・

再購入 !!
窓口へご連絡いただくだけ! !

（代替機の提供は、1回限り）
新しいパソコンをご提供!! 一般の

パソコンだと

修理不能の場合には

再購入 !!
窓口へご連絡いただくだけ! !

（代替機の提供は、1回限り）
新しいパソコンをご提供!! 一般の

パソコンだと

こんなに
お得です!!

パソコンのサポートは不要と思っていませんか? 
いざという時の安心とサポート品質を追求しています。

メーカー保証にＤｙｎａｂｏｏｋ株式会社のサポートを
3年、さらに損害補償をセットにしてご提供。
後日のお申し込みはできませんので、この機会に
ぜひお申し込みください。
まさかに備えておけば、キャンパスライフも安心です。

アカデミーサポートパック（ASP）
安心で心強いサービスをワンパック

Hardware Support

ハードディスクの
調子がおかしい!

パソコンを
盗まれた～!

通学中、パソコンを
落してしまった!



■お預かり修理の流れ（ピックアップ) ■ご参考（アカデミーサポートパックの損害補償）

アカデミーサポートパック（ASP）Hardware Support

購入から4年間、通常故障に限り
無償で修理を致します。
修理のご依頼は窓口へ持ち込む
だけ。遠くのサービスセンターへ
の持込や面倒な梱包・郵送の手
間が省けてレポート提出が迫って
いても安心ですね。

購入から4年間、落下事故等によ
る破損、損傷、トラブルから守り
ます。思わぬアクシデントで破損
したら窓口へ持っていくだけで物
損補償いたします。持ち歩いて
いるときや机の端からの落下には
十分気をつけて!

購入から4年間、万が一の盗難に
遭ったら最寄の警察へ届けるだけ。
同等のパソコンを補償。
持ち運びがラクなノートパソコン
だから、置き忘れには気をつけて。

購入から4年間、コーヒーやジュ
ース等をひっくり返したり、思わ
ぬ火事や落雷に遭ってしまっても
修理不能の時は同等のパソコン
を補償致します。
キーボード近くに飲み物は禁物!

壊れたら……
窓口へ連絡するだけ

落としたら……
窓口へ連絡するだけ

盗まれたら…… 
警察へ届出　その後、
窓口へ連絡するだけ

被災したら……
窓口へ連絡するだけ

毎日使うパソコンだから、安心して使いたい。万一のトラブルには、修理、落下、盗難、災害の補償つき

故障修理 落下(物損)補償 盗難補償 災害補償

※盗難や全損による補償の適用はいずれか一回限りとなります。
※盗難火災の場合。警察署・消防署への届出が必要です。（代替機については別途再加入できます） 

火災、落雷、破裂、爆破、破損、水災で修復不可能となった場合は同等
のパソコンを代替機として提供します。

※部品交換で修復可能な場合は修復作業の適用となります。
※代替機の提供には、契約内容により免責金が発生する場合があります。

盗難、全損による代替機の供与は1回限りとなります。
また、その後の損害補償はお受けできません。

補償サービスの対象外。（主なもの）
①地震、噴火、津波によって生じた損害。 
②詐欺、横領によって生じた損害。 
③原子力によって生じた損害
④故意又は重大なる過失に起因する損害。 
⑤戦争、暴動又は公共の機関による差し押さえ、没収、徴発、破壊、ま
たは処分によって生じた損害。 

⑥置き忘れ又は紛失。 

お客様

電話/FAX等で障害受付

受取・発送

修理完了Ｄ

出荷

本カタログに記載されている数値および表記は2020年1月現在のものです。
管理番号 ：PCJ0-17B00PPC0-17B  

■本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製
品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

首都圏支社

北海道支店

東北支店

新潟支店

北関東支店

本社　〒135-8505  東京都江東区豊洲5-6-15　NBF豊洲ガーデンフロント

03-5144-3300

011-512-3301

022-265-7880

025-255-6522

048-641-1048

神奈川支店

中部支社

静岡支店

北陸営業所

関西支社

045-662-4751

052-528-1284

054-275-0701

076-234-1048

06-6440-2301

中国支店

四国支店

九州支店

082-223-4900

087-825-2444

092-752-0311

www.dynabook.com

本カタログに関するお問い合わせ TEL：0120-335-660
受付時間/9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始・弊社特別休日を除く）

本社 〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は
含まれておりません。

Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社


