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お問合せ窓口

同朋学園出資会社

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または
登録商標です。

株式会社Ｄｏホームページ

株式会社Ｄｏ
入口を入り右側が事務所です

2019年度ご入学者様向け
同朋学園特別モデル

キャンパスパソコンのご案内

謹啓

早春の候 保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびは同朋大学、名古屋音楽大学への入学試験「合格」おめでとうございます。

さて弊社、株式会社Do(同朋学園100％出資会社)は、同朋学園の子会社として、学内に

コンビニエンスストア(Ｙｓｈｏｐ同朋学園店)を運営し、損害保険代理店をはじめ、各種

購買業務の学生向けサービスを中心に、卒業式の袴・着物レンタルまで各種商品を開発し、

ご入学されるお子様方はもちろんのこと、保護者の皆様や卒業生の皆様方にお引き立てを

賜っております。

このたび御入学されるお子様方に、勉学の上で必要と思われます「パソコン」を、弊社と

業務提携致しております「大興電子通信株式会社」よりご案内させて頂きたいと存じます。

ご案内致しますのは富士通の「オールインワンモバイル」タイプより厳選しましたキャンパ

スノート(本カタログ参照)、2機種です。

いずれもご購入される皆様にご満足頂ける最新の「キャンパス限定モデル」でございます。

また、ご購入後の在学期間中においても安心してご利用頂けますよう、学内にございます

「Ｙｓｈｏｐ同朋学園店」にて、アフターサービス全般の対応・ご支援をさせて頂きます。

つきましては、本日カタログ等参考資料を同封し、ご案内させて頂きます。

弊社ホームページでご紹介もしておりますし、同朋大学・名古屋音楽大学のホームページ

からもリンクしております。合わせてご覧頂ければ幸いと存じます。

ご検討の上、ご用命賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬白

株式会社Ｄｏ 代表取締役社長 井戸裕久



② LIFE BOOK SHシリーズ（ホワイト）Officeセット

ご提供価格 ￥ １４４,７２０（税込）

① LIFE BOOK UHシリーズ（レッド）Officeセット

ご提供価格￥ １５２,２８０（税込）

同朋学園新入生特別限定モデル

富士通キャンパスノート2019
（全国大学向け限定販売モデル）

※正式発表前の商品のため若干変更になる場合がます。ご了承下さい。

これ1台でいつでもどこでも！を実現する オールインワンモバイル

高精細だからExcel表とネットの
情報を⾒ながらWordで
資料作成ができて効率的︕
レポート作成に威⼒を発揮します。

スーパーマルチドライブ内臓

高解像度化(FHD:1920x1080）

教材に付録としてついているDVDのデータや
音楽CD映像DVDの視聴が可能

789g圧倒的な軽さ

約15.5mm薄さ薄さ

通 学・授 業・就 活にも
楽に持 ち運 べる軽さ 、薄さ

レポ ート作 成 時に タッチミスが
少 な いフル サ イ ズ キ ーボ ード搭 載。

持ち運びやすい小型
軽量ACアダプタ採用

約212.5mm約212.5mm

約309mm約309mm幅幅

奥⾏き奥⾏き

① LIFE BOOK UHシリーズ（レッド） ② LIFE BOOK SHシリーズ（ホワイト）

有線LAN・急速充電・
USB・SDカード・ヘッドホン
も使える

奥⾏を10mm縮めより
コンパクトで軽量化・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽも充実
いつでもどこでも使いやすい

一日ずっと
充電せずに使える︕
10時間相当可能

ｲﾝﾅｰﾊﾞｯｸﾞ
持ち手付でｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ

としても使えます

挿したままで
邪魔にならない

ワイヤレスモバイルマウス
プレゼント！

学生にぴったりな便利機能

スティック軽量ACアダプタ
左（UH）︓約150g
右（SH）︓約2３0g

電子辞書/広辞苑/
リーダーズ英和辞典/新和英中辞典
現代⽤語の基礎知識/
学研パーソナル統合辞典（４種）

豊富な辞書を標準搭載
PCの電源がOFFでも、USBにス
マホをつなぐだけで急速充電︕
（電源OＮ時なら従来のUSB充電よりも
充電時間が約40%減︕）

電源オフでもUSB充電

電子辞書が不要！

4年間メーカー保証
ウイルス対策ソフト搭載

安心Officeセット内容：Word / Excel /PowerPoint/OneNote/Outlook

PCリサークルマーク付です。

富士通パソコンリサイクルページより無料で引取の申し込ができます。

◆ＯＳ︓Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ 64ビット正規版
◆Office Home and Buｓiness 2019 (Officeｾｯﾄﾓﾃﾞﾙ）
◆CPU︓第8世代 インテル® Core™ i5-8265U /メモリ︓４ＧＢ/SSD︓256GＢ
◆液晶︓13.3型ワイド◆HDMI端子付でデジタルテレビに接続
◆無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)準拠 1000BASE-T/100BASE-TXBluetooth
◆SDメモリカード◆HDWebカメラ搭載（92万画素）
◆USB3.0 Type-A x2 USB3.1 (Gen1) Type-C x1(USB Power Delivery対応
◆ウイルス対策ソフト︓マカフィ4年 USB Type-C

(USB3.1)

①LIFE BOOK UH ②LIFE BOOK SH 基本機能 新しい周辺デバイスへの対応
今後普及が期待されるUSB Type-C。
これから様々な新しい周辺機器が出てきても安⼼︕

軽い・小さい♪

有線LAN VGA

315×214ｍｍ

USB
HDMI

【本体使用】
サイズ︓315.8×214x11-19.8mm
本体質量 :1.２Kg
バッテリー駆動時間︓10時間
マルチドライブ︓あり

【本体使用】
サイズ ︓309×212.5×15.5mm
本体質量 :789g
バッテリー駆動時間︓10時間
マルチドライブ:なし

USB Type-A
(USB3.0)



同朋学園特別限定モデルご購入のメリット

･４年間のメーカ保証で 在学期間中４年間安心してお使い頂けます！
通常使⽤で発⽣した障害に対し、４年間の部品・修理代を保証します。

（落下、⽔漏れ等お客さまの不注意による事故は対象外となり、実費での修理となります。）
１

・故障時などのご相談受付が学内で対応頂けます！
わざわざお店に⾏かなくてすみます。

・同朋学園内 株式会社Do 事務所 または Yshop同朋学園店
・大学まで持参→診断後、メーカへ修理依頼

２

３
・初期セットアップ講習会を開催します！
・講習内容

①Windowsの基本操作
②学内利⽤のための無線LAN設定
③４年間保障に関するご説明
④セキュリティソフトのご説明

Windows10搭載

就職準備︓就活や社会⼈基礎⼒(ITリテラシーやプレゼンテーション能⼒など)向上には、⾃分専用パソコンが必須︕︕

「Office 2019｣とは
最新のOfficeを永続的に利⽤できるライセンスです。
Office2016発売後にOffice365に追加された機能が

Office2019の新機能となります。

Office 2019搭載 OfficeHome&Busines

学⽣⽣活︓レポート作成や研究発表、インターネットでの情報収集など、学⽣にとって高性能なパソコンは必需品︕︕

学生生活に最適な仕様

ATOK搭載で簡単⼊⼒︕
⼊⼒した⾔葉や⽂脈に合わせて適切な
⾔葉を表⽰するなど、かしこい変換機能
打ち間違いを修正して正しい表記候補を
知らせるなどの補正機能
日本語から英語への変換等、スムーズで、
ストレスフリーな⽂字⼊⼒を実現します︕



■申込み用「払込取扱票」にご記入の上、代金を添えて郵便局にてお振込み下さい。
※記入方法をよくお読みの上、ご希望のモデルの価格をお振込みください。
尚、払込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

お申し込みは「お客様個人情報の取扱いについて」にご同意の上、必要事項をご記入いただき、添付の「払込取扱票」を
ご利用下さい。ご不明な点は、株式会社Ｄｏまでお問合せください。
※ 「払込取扱票」を紛失した場合は、窓口の「払込取扱票」に下記事項を記載の上、お申込みください。

口座番号: 00890-7-143430 加入者: 株式会社Ｄｏ

【注意事項】

・申込み後はキャンセルはお受けすることができませんので、ご了承の程、よろしくお願い致します。

申込みについて

■大学にてパソコンをお受取りい頂けます。
※郵便局払込時の受領証をお持ちの上、講習会場にお越しください。

■お受取りいただいたパソコンにて講習会にご参加頂けます。
※「講習会のご案内」を確認の上、講習会にご参加ください。
※講習会参加時にご持参頂くもの
・郵便局払込受領証（ＡＴＭ控え可） ・学生証（入学時配布） ・印鑑（シャチハタ可）
・ご案内資料 大学Wi-Fi ID/パスワード （新入生ガイダンスで配布したもの）

お申込み・ご入金

パソコン受取り

講習会

0 0 8 9 0 7 1 4 3 4 3 0 １ ５ ２ ,２ ８ ０

株式会社 Ｄｏ

0 0 8 9 0 7

1 4 3 4 3 0

株式会社 Ｄｏ

1 5 ２,２ ８ ０

同朋 花子

123456

同朋 太郎

同朋 花子

123456 同朋 太郎 □同朋 大学 / □名古屋音楽大学

○ ○学部 ○ ○学科

名古屋市中区稲葉地町7-1

453 8540

090-1234-1234
日中連絡が取れる連絡先

窓口で振込される方の名前
窓口で振込される方の名前

受験番号

学生名

受験番号 学生名 （ふりかな） 大学・学部・学科

どうほう たろう

下記よりモデルを1つお選びください。

□①LIFE BOOK UHシリーズ（レッド） ￥１５２,２８０-

□②LIFE BOOK SHシリーズ（ホワイト）￥１４４,７２０-

【通信欄】
ご購入の商品
の□に レ を
記入して下さい。

【通信欄】
受験番号
学生名（ふりがな）

大学名（レ点）,
学部、学科をご
記入下さい。

【おところ】
住所をご記入
下さい。
講習会案内を
送付します。

【ご連絡先電話番号】
日中ご連絡の取れる電話番号をご記入下さい。
商品確認などのためご連絡をする場合があります。

申込締切* ： ２０１９年３月２２日（金） 下記、講習会でお受取り。※郵便局の取扱い時間にご注意ください。

講 習 会 ： ２０１９年４月６日（土） 申込み頂いた方には「講習会のご案内」はがきを送付致します。

※ 時間、会場をご確認の上、ご参加ください。（はがきが届かない方はDo迄ご連絡下さい)
※ ご都合がつかない方は株式会社Ｄｏ迄ご連絡ください。別途、ご案内します。

取扱い期間および講習会

ご注⽂からお受取りまでの流れ

【注意事項】
振込確認後機器の
生産となります。
ご購入ﾓﾃﾞﾙを再度
確認いただき〇を
してください。

最終申込み締切：３月２２日（金） 機器のお渡しおよび講習会は別途、日程をご案内いたします。
※限定モデルの為、締め切り日以降は購入できませんのでご注意願います。

＜個⼈情報の取扱いについて＞
「払込取扱票」に記載の個⼈情報は、株式会社Do（以下当社という）において厳格に管理し、お申込みいただいた商品の販売管理業務、購⼊後の

サポート、商品に関連する情報提供のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。
なお、当社は、商品の手配、販売、サポート等を大興電子通信株式会社へ委託するため、委託業務に必要な範囲で同社に個⼈情報の取り扱いを

委託いたします。その他個⼈情報に関する通知公表事項は、当社のWebサイトをご確認ください。
https://www.doｰcorporation.com/privacy-policy.html 株式会社 Do 〒453-8540 愛知県名古屋市中村区稲葉地町七丁目１番地

TEL/Fax : 052-419-1255 D20160112

購入ﾓﾃﾞﾙ；①, ②

【金額】
ご購入モデルの金額
をご記入下さい。

【金額】
ご購入モデルの金額
をご記入下さい。

■お願い
Officeの認証をする為に、ネットワーク環境が必要です。
スマートフォン・iPhoneテザリングが出来るよう設定をお願い致します。
ご不明の方は、当日お渡しする資料に記載してます。


