実践女子大学・実践女子大学短期大学部

オリジナルモデルパソコンのご案内

オリジナルな特典が満載

4年間安心して使えるパソコンです

大学生活では講義の中で課題やレポートが課されることがあり、その中にはデータ形式での提出を求められることもあります。
就職に向けた企業調査・求人情報検索、Webによる説明会等へのエントリー活動でもパソコンを活用することになるでしょう。
学内にはPCラウンジや貸出ノートパソコン等の設備を整えておりますが、時期や時間帯によっては大変混雑していることもあり
ます。そんな時には携帯に優れたモバイルパソコンが活躍します。
学内には無線LANアクセスポイントを設置していますので、モバイルパソコンからインターネットへアクセスすることも可能です。
持ち運びしやすく、また長時間使用でき、どこでも快適な作業ができるモバイルパソコンをぜひご検討ください。

2018年度版

実践女子大学・実践女子大学短期大学部

オリジナルモデルパソコン

FMV LIFEBOOK UHシリーズ

購入者特典
ワイヤレスマウス
プレゼント！

アーバンホワイト

※写真はイメージです

特別価格（税込、動産保険料含む）

144,900円
※店頭やWebでは買えない特別モデルです

4年間 メーカー保証

サテンレッド

4年間 動産保険付き

第8世代 インテル®

不注意による破損や盗難にも対応します

Core™ i5 プロセッサー

仕
様

OS Windows10 Home

4年間 QAサポート無償

ストレージ 256GB-SSD

CPU 第8世代 インテル® Core™i5

メモリ 8GB

筐体色 アーバンホワイト / サテンレッド

通学・授業・就活にも
楽に持ち運べる軽さ、薄さ

学生専用ダイヤルで受付けます

使いやすさを追求したコネクタレイアウト

13.3型のワイド画面ながら約790g※1の超軽量を実現。ACアダプターも
150gと軽く、通学時や校内 での移 動時の 持 ち運びもラクラク。厚みも
わずか約15.5mm ※2で手に持ちやすく、カバンの中に入れても場所をとりません。

重さ 約

通常1年間の保証を4年間に延長します

実用性のあるレイアウト設計で、限られた学習スペースでも、効率よく使えます。

電源
HDMI

790 g

有線LAN

USB Type C

USB
SDカード

USB
ヘッドフォン

15.5mm

厚み 約

どこでも安心して使える
長時間駆動バッテリーの搭載
コンセントが使えない教室や外出先のカフェでも、安心して使える
長時間駆動が可能です。

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
コンパクトな筐体にフルサイズのキーボードを搭載。
さらに、キーの重さが指の力に合わせて2段階に調整されているので、
力の弱い小指でも快適にタイピングができ、疲れやストレスを軽減します。

長時間駆動

重いキー

8 .3 時間

軽いキー

自転車通学や電車通学でも
安心の丈夫な設計
約15.5mm ※2 の薄さながら、安心して持ち運べる堅牢設計です。
移 動 の 多 い 学 生 生 活を想 定した厳しい 評 価 試 験をクリア

200kgf

面倒なパスワード入力が不要
便利で安心の指紋認証
サインインの時に便利な指紋認証機能を搭載。
忘れがちなパスワード の入力よりもかんたんで、セキュリティ面も安心です。

35kgf

満員電車などの圧迫を想定した

手や肘をついてしまったなどの圧迫を想定した

200kgfの圧迫試験

35kgfの1点加圧
指 紋 認 証なら人 の 多い 場 所で背後から

76cm

机の上などからの落下を想定した
76cmの落下試験※3

パスワード入 力を見られる心配 なし！

自転車での振動を想定した 連続振動試験

※1 開発中のため、駆動時間、重量については2016年12月発売のUH75/B1、UH90/B1WU2/B1 の値を
ベースとした試算に基づく値となります。※2 突起部含まず。※3 LCD閉状態、本体起動時、底面から垂直落下での
落下試験を実施。落下テストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能をお約束するものではありま
せん。また、落下に対する修理対応は、無料ではありません。落下後は必ず点検・修理（有料）にお出しください。

特 徴
2018年度 実践女子大学・実践女子大学短期大学部オリジナルモデルパソコン（富士通13.3型ワイド モバイルノートパソコン LIFEBOOK UHシリーズ）

4年間のメーカー保証と動産補償

ポイント

4年間対応のウイルス対策ソフト

ポイント

（2022年3月31日まで）

通常１年間のメーカー保証を4年間に延長
ハードディスクが突然動かなくなったなどの機械トラブルに
よる故障は、メーカー保証にて対応いたします。
また、メーカー保証で対応していない破損、火災、破裂、爆
発、落雷、風災、雪災、ひょう災、水濡れ、洪水、盗難（置
き忘れ除く）等の部品交換を要する損害の場合も動産補償
（一事故限度額13万）が付いています。
持ち運び中に落下し液晶が割れたときなども安心です。

ポイント

4年間の
キャンパスパソコン専用電話相談窓口

使い方、技術相談・修理相談などのQ＆Aを、学生専用電話
にて無償で対応いたします。
※ 専用窓口の対応については、ユーザ登録をお願いいたします。
※ 専用の電話番号は、商品同梱のご案内チラシをご参照ください。

ポイント

筐体カラーをアーバンホワイト ／ サテンレッドの
２色から選べます

パソコンを使う上で心配なウイルスについては、セキュリ
ティ対策が必要です。
このオリジナルモデルパソコンは、商品同梱のライセンス
コードを入力するだけで、マカフィーリブセーフを4年間
利用できます。

セットアップ支援

ポイント

パソコンの初期設定を一人でするのは不安という方向けに、
商品のお渡しと同時にセットアップ支援を会場内で行います。
わからないところはスタッフに聞きながら初期設定をするこ
とができるので安心です。
また このモデルではMicrosoft Officeはインストールされて
おりませんが、在学中はMicrosoft Office（Word、Excel、
Powerpoint等）の最新バージョンを無料でインストールし
利用することができます。その方法もあわせて会場で説明い
たします。
※ セットアップ支援は商品引渡しの指定日のみ開催となります

購入 者
特典

項目

ワイヤレスマウス1個プレゼント！
仕様

型式

FMVU75CUV1（アーバンホワイト）、FMVU75CUV3（サテンレッド）

基本OS（※1）

Windows 10 Home (64bit)

CPU

第8世代 インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (4コア／8スレッド)、
クロック周波数1.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.40GHz

メモリ（※2）

DDR4 8GB（4GBオンボード＋4GB×1）

HDD/SSD（※3）

256GB M.2 SSD
13.3"ワイド

液晶ディスプレイ（※4）

解像度1,920×1,080

光学ドライブ

タッチパネル無
無

バッテリ
(JEITA2.0準拠)（※5）
通信

リチウムイオン電池（25Wh/50Wh）（※6）
駆動時間 8.3時間
有線LAN機能

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

無線LAN機能

外部ディスプレイ端子
有線LAN
ヘッドフォン端子
Bluetooth

IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠
日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
USB3.0 Type-A×2(左側面×1(電源オフUSB充電機能付き)、右側面×1)、
USB3.1(Gen1)Type-C×1(左側面×1(USB Power Delivery対応)
HDMI出力ｘ１（※8）
RJ45コネクタｘ１
φ3.5mmステレオ･ミニジャック(マイク･ラインイン･ヘッドフォン･ラインアウト･ヘッドセット兼用端子)（※9）
Bluetooth v4.1準拠（※10）

ダイレクト・メモリスロット

SDメモリカード対応（※11）

キーボード
USB（※7）
インターフェイス

スピーカー/マイク
重量（※13）
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず）

ステレオスピーカー内蔵/デジタル（ステレオ）マイク内蔵（※12）
790g
ACアダプタ：150g
309x212.5x15.5mm

ACアダプタ寸法（幅×奥行×高さ）（※14）

39x88x27mm

セキュリティー

指紋センサー

Webカメラ

HD Webカメラ内蔵（有効画素数約92万画素)

メーカー保証/QAサポート

4年間保証/4年サポート

動産保険

13万円免責0円

マカフィーリブセーブ

4年間対応

リカバリディスク

USBメモリ提供

Office

なし（在学中は大学ライセンスにより無料でインストール・利用可能）

※1：日本語版です。 ※2：本体内蔵メモリの取り外し・メモリの追加増設はできません。 ※3：「GUID パーティションテーブル（GPT）ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows RE 領域に約4GBを使用しており、残り
の容量をCドライブに割り当てています。 ※4：液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。 ※5：バッテリ駆動時間は、2016
年12月発売のUH75/B1、UH90/B1WU2/B1の値をベースとした試算に基づく値となります。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリ駆動時間は異なります。
※6：本製品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は学生専用サポートセンターへご相談ください。 ※7：すべてのUSB対応
機器の動作を保証するものではありません。USB2.0または、USB3.0、USB3.1で動作するには対応の周辺機器が必要です。 ※8：オーディオ用端子の音声は直接出力できません。 ※9：ご購入時はヘッドホン端子として使
用できます。OS上の設定を変更することにより、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することができます。 ※10：Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1 対応機
器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。 ※11：SDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード含む）の著作権保護機能（CPRM）が使用されているデータの読み書きに
対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード含む）の動作を保証するも
のではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大128GB、SDXCメモリーカードは最大
512GBまでとなります。 ※12：デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドフォン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。 ※13：2016年12月発売のUH75/B1、UH90/B1WU2/B1の値をベースとした試算に
基づく値となります。 ※14：AC100~240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V（国内専用品）用です。また、矩形波が出力される機器（UPS(無停電電源装置）や車載用AC電源など）に接続さ
れると、故障する場合があります。

