
パソコン購入を検討されている新入生・在学生のみなさま

神戸学院大学推奨
パソコンのご案内
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※数に限りがございます。お早めにお申し込みください。

CPU：Core i5 / メモリ：8GB / 容量：SSD256GB / カラー：プラチナ

お申込み・お問合せはこちら

〈神戸学院大学推奨パソコンのご案内〉

IoTライフサポート

名証ネクスト上場 【証券コード 6025】
サービス提供 :

企画・販売元：株式会社日本ビジネス開発

お申込み期間 2022年12月15日（木）～受付開始 購入サイトよりお申込みください。
決済方法は、カード決済・銀行振込より選択いただけます。

※お届け時期は、入荷状況により多少前後する場合がございます。予めご了承ください。

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-33 プレシデントビル J2212

安心してサービスをご利用
いただくために、個人情報
の管理も徹底しています。

ご利用についてよくあるお問い合わせ

〈IoTライフサポート〉
インターネットやパソコンに関するトラブル、設定、使い方などを電話とパソ
コンの遠隔操作にて、オペレーターがサポートするサービスです。
※解決に向けた最適な方法をアドバイスいたします。すべてのお困りごとを解決できるサポートではありません。対応範
囲は対象機器によって異なります。 ※遠隔操作（リモートサポート）は、サポート対象となるパソコンがインターネットに
接続されている必要があります。なお、お客さまのパソコン動作環境によっては、リモートサポートをご利用いただけな
い場合があります。 ※電話で解決が難しい場合、訪問サポート（内容によって有償）をご提案することがあります。 ※待
ち時間が発生する可能性があります。 ※ご依頼内容によって対応を数回に区切らせていただく場合があります。

〈あんしん機器保証〉
保証に加入しているパソコン等の機器の故障を保証期間内であれば何度でも
保証内の無償修理サービスです。
※この保証サービスは当社での修理サービスのみが対象です。他社の修理サービスをご利用の場合の修理代金は保証
できません。 ※メーカー純正部品以外のパーツを使用した作業はメーカー保証を受けられない場合があります。予め
ご了承ください。 ※「あんしん機器保証」は保険商品ではありません。パソコン等及び関連機器の損傷を保証するも
のではありません。致命的な不具合により正常に動作しない場合は作業を終了させていただく場合があります。

保証・サポートを受けたいときはどうすればいいの？
利用登録後にお送りする「登録通知書」に記載されているサポート受付ダイヤ
ルにお電話ください。

Qどんなことを保証・サポートしてくれるの？Q

Q

Q

Q

保証・サポートに有効期限はあるの？
利用登録後にお送りする「登録通知書」に記載があります。ご確認ください。

保証・サポートの利用回数に制限はあるの？
ご利用回数の制限はありません。

利用登録をしなかったらどうなるの？
保証・サポートを受けていただくまでに、確認の時間が発生する場合があります。
“もしも”に備えて、事前の利用登録をお願いいたします。

入っててよかっ
た！

いざというときの

強い味方

「すぐ」に解決、「気軽
」に相談！

変なメッセージが消えない

自己負担額0円対応費用：11,000円のところ

パソコンに飲み物をこぼして
電源が入らない

自己負担額0円対応費用：30,800円のところ

※参考修理費用は非会員で日本ＰＣサービスの修理を受けた場合の費用です。また修理費用は一例です。パソコンの機種などの条件によって料金が異なります。 
※あんしん機器保証の適用可否は当社技術スタッフによる診断が必要です。

学生パソコンの「うっかり故障」や「日常の困った」も安心です！

突発的な出費を防ぐ

何度でも無償修理
11万円分までの修理代金を保証期間内

１回あたり
(税込)

回数制限ナシ
電話・リモートサポート

いつでも相談できる

□ 費用はあまりかけられない…
□ 日常の困ったは誰に相談？

解決

解決

13.3
インチ

フルHD
ディスプレイ

防滴
仕様

指紋認証
リーダー

１次申込み

２次申込み

３次申込み

～2023年 2月 8日(水)

～2023年 3月10日(金)

～無くなり次第終了

2023年 2月下旬予定

2023年 3月下旬予定

順次予定

お申込み・ご入金期限 お届け時間

詳細はパンフレット中面をご覧ください

安心して
使い続け
られる！

拡張保証付き
4年間あんしん

あんしん機器保証
＋IoTライフサポート

４年間拡張保証

メーカー標準保証(１年)付き

122,100円（税込）
１年間
標準保証
付き

メーカー標準保証(１年)＋
安心機器保証＋IoTライフサポート(４年)付き

147,400円（税込）
４年間
拡張保証
付き

課題・レポート作成・オンライン授業に最適



大学生活においてパソコンは必須アイテムと言えます。

課題やレポート作成、オンライン授業など利用シーンは多数あります。また、上級生になると研究・論文の発表、就職    活動に活用できます。

自分専用のパソコンで充実した学生生活を送っていただけるよう、4年間使っていただけるパソコンと保証をご用意   しました。

新入生の皆さまへ

学生生活に最適
□ オンライン授業も安心
カメラ、マイク内蔵
無線LANに加え有線LANポートを搭載

□ 持ち運びに便利
13.3インチ、フルHDディスプレイ
持ち運びやすい軽量モデル

メーカー標準保証1年とは別に、

事故や不測の事態をカバー可能な4年間の保証です。
落下や水こぼし、衝撃による破損も対象です。

110,000円（税込）以内の修理であれば、

何回でも無償対応いたします。

回数制限ナシ！  購入後のお困りごとを
いつでも気軽にご相談いただけます。
セットアップ、インターネット接続、プリンター接続など

慣れない作業はもちろん、Word・Excel・PowerPointなど

ソフトついてもサポートいたします！

保証内容については裏面もご覧下さい▶▶▶

＜修理受付・お問合せ窓口＞
登録完了後にお問合せ先(フリーダイヤル)を通知いたします。詳しくは、商品に同梱の申込用紙をご確認下さい。

端末保証に加え、初期設定・インターネット接続・Officeの操作方法等、購入後のお困りごとに
対応する電話・リモートサポートサービスを付帯します。365日いつでもどこでも対応いたします。  

あんしん機器保証
とは…

IoTライフサポート
とは…

メーカー標準保証（１年）に加えて４年間の拡張保証が付帯しています。
保証期間内であれば1回あたり110,000円(税込)分までの修理代金を何度でも無償修理いたします。
水漏れ、落下、衝撃などの偶発的な事故による故障も修理対象となります。※盗難は対象外

※商品に同梱の申込用紙に記載されている専用サイトへアクセスしていただき登録が必要です。

拡張保証 IoTライフサポート

学生生活推奨モデルパソコン おすすめポイント
パソコンに
不慣れな方も
安心！

□ 資料作成、オンライン授業も安心
大学推奨スペックを満たした
モデルを選定

□ 豊富なインターフェースを搭載
USB TypeA ×2、USB TypeC × 1、
有線LAN、HDMI

ポイント 01

安心の４年間保証
ポイント 03

４年間使用できるスペック
ポイント 02

電話・リモートサポート
ポイント 04

大学と自
宅の

持ち運び
に

便利！

メーカー標準保証(１年)付き

122,100円（税込）
１年間
標準保証
付き

メーカー標準保証(１年)＋
安心機器保証＋IoTライフサポート(４年)付き

147,400円（税込）
４年間
拡張保証
付き
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CPU：Core i5 / メモリ：8GB / 容量：SSD256GB / カラー：プラチナ

13.3
インチ

フルHD
ディスプレイ

防滴
仕様

指紋認証
リーダー

課題・レポート作成・オンライン授業に最適

神戸学院大学推奨パソコン スペック表
品名 スピーカー/マイク

基本OS 重　量

CPU 外形寸法(幅×奥行×高さ)
(突起部含まず)メモリ

SSD セキュリティー256GB(SSD)

液晶ディスプレイ Webカメラ13.3インチ　FHDディスプレイ(1920×1080)

光学ドライブ Officeなし

バッテリー（JEITA2.0準拠） その他ソフトウェア

QAサポート

リチウムイオンポリマーバッテリー　最大約14時間10分

通　信
有線LAN機能 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応

インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax

HP EliteBook 630 G9

Windows 11Pro

Intel(R) Core(TM) i5-1235U（10コア、最大4.4GHz）

8GB

USB USB-C×1、USB-A×2

外部ディスプレイ端子 HDMI×1

有線LAN

ヘッドフォン端子

ネットワークポート（RJ45）×1

Bluetooth Bluetooth5.2

コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1

ダイレクト・メモリスロット 2スロット(SO-DIMM)

無線機能

ウイルス対策ソフト

オンライン教材

付　属

日本語キーボード(キーピッチ:18.7×18.7mm / キーストローク約1.5mm、JIS配列準拠)

HP Wolf Security

720p HD Webカメラ（固定焦点レンズ）、プライバシーシャッター付

なし（在学中は大学提供のOfficeをご利用ください）

HP Support Assistant等

4年間拡張保証(パソコンあんしん保証+IoTライフサポート)

メーカー保証 1年間標準保証

内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク

1.33kg

306.9 x 208.4 x 15.9mm

HP EliteBook 630 G9初期設定の手引き

なし

なし

キーボード

インターフェース

安心して
使い続け
られる！

拡張保証付き
4年間あんしん

あんしん機器保証
＋IoTライフサポート


