
WebサイトＵＲＬ

株式会社内田洋行 U365 お客様センター

受付時間 平日 10:00 ～ 16:00

（土曜日・日曜日・祝日 および 内田洋行の休業日を除く）

0120-978-953
u365support@esco.co.jp

2023年度 新入学生向け

【手続き期間】

●受付期間 2022年12月5日（月）～ 2023年4月20日（木）

●お引渡し：ご登録住所への配送

＊決済方法は、コンビニ払いとなります。

＊1週間以内にお支払が完了しない場合は、自動的にキャンセルとなりますのでご注意下さい。

＊以下URLにアクセス、または、右記QRコードを読み取り、会員登録の上でご購入をお願いします。

本チラシ掲載品は2022年12月5日よりWebサイトに表示されます。

https://ec1.u365.jp/10140607/member/CSfLogin.jsp

【U365お客様センター】は、内田洋行が運営しております。

U365ウチダ学割ストアのご利用申込みを頂いた大学学生の皆様向けに開設しております。

大阪国際大学様
大阪国際大学短期大学部様

ご購入お問い合わせ先

この限定モデルは、一般モデルよりオトクです！

OSはWindows11Pro搭載！

Microsoft Office なしの価格だからお得！

※大学とMicrosoftとの包括契約により、在学中

学生の皆様は最新の Office 365 を無償利用可能

＜納期について＞ オリエンテーションに機器を持参頂くために、3月15日までのお申し込みをご推奨します。

Laptop Go2 はお申し込み頂き１月末以降で、機器はご自宅へ順次に出荷いたします。
●1月15日迄のお申込 ⇒ 1月末予定 ●2月10日迄のお申込 ⇒ 2月末予定

●3月10日迄のお申込 ⇒ 3月末予定 ●3月15日迄のお申込 ⇒ 4月初旬予定

●4月10日迄のお申込 ⇒ 4月末予定

Laptop5 はお申し込み頂いた後、2月下旬以降でご自宅へ順次に出荷いたします。（50台迄）



2023年度 新入学生向け限定プラン

＜Surface Laptop Go2仕様> 製品型番：8QD-00039

1. Laptop Go 2 本体 バッテリー駆動：約13.5時間

2. CPU：第11世代 Intel® Core™ i5-1135G7

プロセッサ／メモリ：8GB／SSD：128GB

3. Windows11Proモデル

4. 12.4インチタッチスクリーン／Wi-Fiモデル

5. 大型トラックパッドを備えたフルサイズのキーボード

6. 重量：1,127g

7. サイズ：278.2 mm x 206.2 mm x 15.7 mm

8. HDカメラ、スタジオマイク内蔵

スタンダードモデル（大学４年生まで使用できる推奨モデルです）

内蔵 HD カメラとスタジオマイクが

ビデオ通話の音声をはっきり伝えます。

オンライン授業にも対応！

必要なアクセサリを接続できる

USB-C®、USB-A 、

Surface Connectポート、

ヘッドホン ジャック 内蔵

最軽量の Surface Laptop

わずか、1,127 g なので移動しやすい。

フルサイズのキーボードと、大型で高精度なトラックパッドにより、

画面の操作、スクロール、選択が簡単に行えます。

12.4 インチの Pixelsense™ 

タッチスクリーンで直感的に操作が可能！

2023年１月末から順次出荷予定



2023年2月下旬から順次出荷予定

価格表
スタイリッシュなSurfaceをお求めやすい価格でご提供

保証期間は、お客様への機器出荷日を保証開始の起算日とします

保証種別
Surface Laptop Go 2

（保証上限 106,480円）

Surface Laptop 5
（保証上限 234,080円）

４年間盗難・物損保証有

（学部生）
￥134,200（税込） ￥253,000（税込）

２年間盗難・物損保証有

（短大生）
￥121,000（税込） ￥231,000（税込）

1年メーカー保証

（自然故障にみに対応）
￥107,800（税込） ￥209,000（税込）

＜Surface Laptop 5仕様＞ 製品型番：RB1-00020

1. Laptop 5本体 バッテリー駆動：約18時間

2. CPU：第12世代 Intel® Core™ i7-1265U

プロセッサ／メモリ：16GB／SSD：256GB

3. Windows11Proモデル

4. 13.5インチタッチスクリーン／Wi-Fiモデル

5. キーボード：バックライト付きフルサイズキーボード

6. 重量：1,297g

7. サイズ：308 mm x 223 mm x 14.5 mm

8. HDカメラ、スタジオマイク内蔵

超ポータブルながらも、

生産性を向上させる13.5インチ

PixelSense™ タッチスクリーン

第12世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、

長時間使用できるバッテリーで

マルチタスキングを加速。

スタイリッシュで美しいタッチスクリーンを備えた

ノート PC デザイン。

2023年度 新入学生向け限定プラン

ハイスペックモデル



本サイトからご購入いただいた場合、ヘルプデスクサービスをご利用いただけます。

保護者様からのお問い合わせにも対応します。

１．自然故障は保証期間中、保証限度額内で何度でも修理OK

２．通常メーカー保証外の偶発的な事故による故障・盗難についても対応

３．検査料はかかりません。

（故障かな？と思ったら、お問い合わせください。）

本サイトから購入頂いた方限定で、安心保証を購入できる本当にお得なプランです。

ウチダPC保証サービスの保証内容

購入後も安心 ヘルプデスクサービス

大阪国際大様専用ダイアル

0120-918-424

あんしん保証で、壊れても、盗難にも対応

受付期間

受付時間

2023年3月１日（水）～ 6月30日（金） 4ケ月間限定

受付時間 平日 9:00 ～ 18:00

受付内容

⚫ PC設定方法

⚫ OS(Windows)・PCの基本操作

⚫ PC不具合の相談

⚫ Wi-Fi接続

⚫ Microsoft365インストール

受付対象外事項
⚫ 個別のソフトウェア操作

⚫ 個別（各ご家庭）の環境に起因するような場合の問い合わせ

ヘルプデスクサービス終了後も故障・修理は 0120-978-953 で受付ています。

4年または２年



ログインページ 利用規約への同意 登録情報入力・確認

STEP 2. ご注文

詳細についてはご注文時登録のメー
ルアドレスとu365マイページにてお知
らせします。入力していただいた指定
住所へ、個別配送します。

お支払方法選択 注文内容確認・注文確定

１ ２ ３

５ ６

コンビニ払いでは、注文後に送信される
「注文確認書」メールに、お支払時に
必要な情報（受付番号など）が記載
されていますので、1週間以内にお支
払をお願いします。

登録したU365 IDとパスワード
を入力し、「購入サイトにログイ
ンする」ボタンをクリックしてくださ
い。

購入可能な商品が表示され
ています。購入したい商品の
「商品詳細を確認する」をク
リックしてください。

商品の詳細説明・保証等
の内容を確認の上、「上記
条項に同 意します 。」 に
チェックを入れ、「今すぐ注
文する」をクリックしてください。

お届け先情報を入力し、
「お支払い方法の選択へ進
む」をクリックしてください。

STEP 3. お支払

STEP 4. お届け

＊予めメールアドレス、合格通知書の画像データをご用意下さい。

ログインページ 商品選択 商品詳細確認 お届け先情報設定１ ２ ３ ４

STEP 1. ユーザー登録

項目を入力し、「確認画面へ
進む」をクリックします。確認画
面で登録内容を確認の上、「こ
の内容で登録する」をクリックし
てください。

利用規約に関して内容をご確認いただき、
「規約に同意して次へ進む」ボタンをクリッ
クしてください。

「U365ID（ユーザー）登録へ進む」ボタンを
クリックしてください。

コンビニ決済を選択し、必要
事項を入力し、「確認画面へ
進む」をクリックしてください。
クレジットは分割払いも可能
です。

内容を確認し、同意事項（2
箇所）にチェックを入れ、「上
記の内容で注文する」ボタンを
クリックすると、注文完了となり
ます。登録したメールアドレス宛
に注文完了確認のメールが届
きます。

お申し込みから商品のお届けまでの流れ


