
ご 購 入 特 典
PCソフトケースを
プレゼント!
※数量限定
※写真はイメージです

年生から1
スタートで出遅れない！

年生まで4
これ1台で決まり！

販売：日経BPマーケティング

Windows11 Home
第12世代 インテル®CoreTMi5
8GB
256GB

無

LIFEBOOK UH08/F3

リチウムイオン電池 大容量50Wh  約22.5時間（大容量バッテリ）
有線LAN機能
無線機能

USB

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）
USB3.2（Gen2）Type-C（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応）×2（左側面）
USB3.2（Gen1）Type-A×2（左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1）

基本OS
CPU
メモリ
SSD
液晶ディスプレイ
光学ドライブ

品名

バッテリ（JEITA2.0準拠）

通信

キーボード

インターフェイス

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応
Wi-Fi6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax準拠　MU-MIMO対応

ステレオBOXスピーカー内蔵 / デジタル（ステレオ）マイク内蔵（ノイズキャンセラー機能）
約857g（ACアダプタ：[45W Type-C接続] 約193g）
307×197×15.5mm（ACアダプタ：93×40×28.5mm）
指紋認証 （Windows Hello対応）（電源ボタン）
HD Webカメラ内蔵（有効画素数約92万画素）※プライバシーシャッター付き
なし（在学中は大学提供のOfficeをご利用ください）
ATOK、sMedio スマホデータ転送、Corel WinDVD（CPRM版）、AIノイズキャンセリングなど
4年間保証
学生専用電話による4年間サポート
マカフィーリブセーフ48ヵ月版
日経パソコンEdu　4年間利用権
パソコン＆オンライン授業活用読本 最新版（仮称）

スピーカー/マイク 
重量 
外形寸法（幅×奥行×高さ）（突起部含まず） 
セキュリティー 
Webカメラ 
Office 
その他ソフトウェア 
メーカー保証 
QAサポート 
ウイルス対策ソフト 
オンライン教材 
付属 

項　目 仕　様
富士通ノートパソコン　キャンパスモデル特別セット　主な仕様

IGZO 13.3型LEDバックライト付高輝度・高色純度・広視野角TFTカラーLCD（ノングレア液晶）、解像度 FHD（1,920×1,080）1677万色 / タッチパネル 無

外部ディスプレイ端子
有線LAN
ヘッドフォン端子
Bluetooth
ダイレクト・メモリスロット

HDMI出力×１
RJ45コネクタ×１
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）
Bluetooth v5.0準拠
SDメモリカード対応

※仕様は変更になる場合がございます。　※ご注文後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

ご注文・お問い合わせ先
メールアドレスまたは販売サイト内専用フォームまでお問い合わせください。

キャンパスPC販売サイト
こちらからアクセス！
販売サイト内専用フォームは

https://bit.ly/3Dnl649

ご連絡の際は、大学名、氏名の明記をお願いいたします。
メール smarts@maruzen.co.jp 丸善雄松堂株式会社 onSMaRT担当デスク

営業時間9:00～17:30（土日祝日を除く） 

京都ノートルダム女子大学 キャンパスPCのご案内

キャンパスモデル特別セット購入方法

ノートパソコン富士通 キャンパスモデル特別セット
持ち運びが多い
学生生活でも安心です。

夜の講義や自習まで
しっかり使えます。

「オンライン授業」に必要なツールが内蔵されています。

※オンライン授業を受けるには別途インターネット回線が必要です。

コンパクトで軽い 大容量バッテリー オンライン授業ですぐつかえる

HD Web
カメラ内蔵

ステレオBOX
スピーカー内蔵

デジタル（ステレオ）
マイク内蔵

マスク着用でもOK
指紋センサー搭載

ノートパソコン富士通 学生生活にうれしい機能キャンパスモデル特別セット

厚さ 駆動
約 時間22.5約15.5mm

重さ
約857g

● 富士通Notebook LIFEBOOK UH08　● 「パソコン＆オンライン授業活用読本」
● 日経パソコンEdu 4年分アクセス権

大学提供のウェブサービス
“onSMaRT®”から「キャンパスPC」
を選び、購入してください。

ログイン
メールアドレスとご自身
で設定したパスワード
でログイン後、商品購
入画面へ。

商品購入
お支払い後のキャン
セルは出来ませんの
で、購入間違いがな
いか必ずご確認くだ
さい。

決済手続き
「支払い」から必要事
項を入力してください。

利用者登録
メールアドレスを登録。
受信メールに記載の
URLにアクセスして、
パスワード・お名前など
を登録してください。

【推奨環境】 ●スマートフォン［OS］ iOS12～、Android9～ ［ブラウザ］ Safari、GoogleChrome  ●PC［ブラウザ］ Microsoft Edge、Safari、Google Chrome　いずれも最新版

※PCでも同様に進みます

TOP画面例

右記の利用手順に従って、購入手続きをお願いします。
途中でブラウザを閉じる、あるいは決済手続きを中断する
と最初から購入し直しになります。
なお、内容確認画面であれば、誤って選択した商品の削
除や再選択など、やり直しが可能です。

購入手続き完了
購入完了メール、ま
たは購入履歴で確
認できます。

住所入力
配送先のご住所を
入力してください。

キャンパスモデル特別セット内容
富士通ノートパソコン

※購入URLは別途ご案内します

購入方法・解説画面はコチラ

手続きが完了すると購入完了メールが届きます
購入完了メールは商品を受け取るまで保存して下さい
サイトでの詳しい購入方法は、解説動画でご確認いただけます（Wi-Fi環境推奨）

Webカメラ・マイク搭載で
オンライン授業にもすぐ使える!

コンパクトで本体約857gの薄型
頑丈で軽い!
約22.5時間駆動の
大容量バッテリー!

4年間メーカー保証つき

日経パソコンEdu 4年分アクセス権付き
※表紙は実際と異なる場合があります。

パソコン＆オンライン授業 活用読本付き
日経パソコンEduを使いこなす!

2 3

456

1

特 別 価 格

¥218,900（税込）

Edu4年分のアクセス権31,680円分相当含む ※売切れ次第販売終了となります



パソコン学習
ITスキル向上をサポートする

「日経パソコンEdu」のアクセス権4年分
が付属（31,680円相当）し、
学習教材の「活用読本」
も付いています。

パソコンについての知識を
網羅的に学習する事ができます。

大学生活ではさまざまな場面でパソコンが必要になります。

履修登録、オンライン授業、レポートやプレゼン資料の作成、

就職活動時のメールやエントリーシート提出…

これら全てをスマートフォンだけで対応するのは困難です。

富士通製パソコン特別セットが

ICTスキルの基礎習得から就活まで

充実した大学生活を全力でサポートします!

日経パソコンEduで学びながら、さまざまなシーンでパソコンを徹底活用できます。

Officeの使い方から資格取得まで、役立つ多彩なコンテンツをお届けするデジタル教材が4年間使い放題!

オンライン授業にも
しっかり対応

マイク
内蔵

スピーカー
内蔵

Webカメラ
内蔵

レポート作成・提出
語学授業

プレゼンテーション
部活・サークル活動

就職活動・インターンシップ
ゼミ・研究発表

卒業論文・研究
資格取得

大学生活4年間を支える、心強いパートナーです。
「富士通ノートパソコンキャンパスモデル」は

11年生 レポートの作成や提出に 22年生 授業やサークル活動に 33年生 就活や実習、実験に 44年生 卒論や資格取得に

約80種類の
書籍を収録！

履修登録やレポートの作成・提出まで
入学後すぐにパソコンを使う機会が
格段に増えます。

授業はもちろん、部活・サークル活動の
勧誘のチラシや、ホームページの
作成にもパソコンは大活躍!

就職活動では、Web上で履歴書の提出や、
テスト受験も多くなっています。

卒論や卒研、実習や実験資料の作成、
資格取得の学習にもパソコンは必需品です。

タイピングのスキルや著作権のルー
ル情報モラルやセキュリティーといっ
たPCを使う上での基礎を身につける。

WordやExcelを使った論文・レポー
ト作成の効率化により、PCスキルを
高める。

データ分析や、プレゼンテーションの資
料作りのスキルを体得。就職活動前の
自己分析に、収録の関連書籍を活用！

内定先の企業との連絡の際に
知っておくべきITマナーを学ぶ。
卒業までの時間を使いMOSの資
格習得にチャレンジ！

｢日経パソコン｣から厳選した1000本以上の解説記事を４年間読み放題。オンライン授業の基礎知識や、Excel、Word、レポート作成に役立つテクニック、プレゼンテーション資料の作り方、就職に役立つメールの書き方まで、様々な記事を専用サイトからダウンロードできます。

（毎月約2回更新）

基礎から学ぶICTリテラシー セミナーテキストoffice基礎シリーズ
セミナーテキストoffice応用シリーズ MOS対策テキストシリーズ

ITパスポート合格講座

メーカー保証
富士通キャンパスパソコンなら、
通常1年間のメーカー保証が、
なんと4年間付いてきます。

卒業まで安心して
お使いいただけます。

セキュリティ
対策

ウイルス対策ソフトの
マカフィーリブセーフ

（48ヶ月版）を搭載しているので、
4年間の学生生活中の

インターネット利用が安心です。

電話サポート
学生専用

困ったときに直接連絡できる
サポート窓口を、つながりやすい

学生専用回線で、4年間利用できます。
故障時はもちろん、
操作などの不明点も

気軽に問い合わせできます。

選ばれる人材になるための
職業能力開発講座【就職活動編】

軽い！ 約重さ 857g

薄い！ 約厚さ 15.5mm

大容量バッテリー！ 約
持ち
時間 22.5時間

44年生33年生22年生11年生11年生

が充実の
キャンパスPC

保証や

サポート

※表紙は実際と異なる
　場合があります。


