
スタイルにあわせて選べるラインアップ Kurume Institute of Technology　2021年度新入生向け

大学必携PCご提供のパソコンは久留米工業大学必携パソコン特別モデルとなっております。
各タイプの仕様につきましては別紙「タイプ別スペック表」をご参照下さい。

※メーカーの都合により、提供できるモデルが変更になる場合がございますので、ご了承ください。

●PC必携化及びPCに関するお問い合せ

●申し込み、契約、動産保険、お支払い内容についてのお問い合せ

久留米工業大学教務課　　　0942-22-2348　　　kit_pc@kurume-it.ac.jpTEL e-mail

加賀ソルネット株式会社（担当：井尻）　  　0120-127-115 　　 kurume-it-support@solnet.ne.jp
○お問い合わせ時間／9:00～17:00（ただし、土・日・祝日を除く）

e-mail

スタイルにあわせて選べる
ラインアップ

最上位のCPUと大容量バッテリー搭載。スタイラスペンも標準添付

F1-KITType

※分割払いご利用の方は、購入申込書の申込プランをご参照ください。

タイプカバー付属
PCケース付

※スタイラスペンは
別売り

お申込みはこちらから
https://shop.kgem.co.jp/kurume-it/
（パソコン、スマートフォン対応）

加賀ソルネット株式会社

最上位のCPUと大容量バッテリー搭載。
スタイラスペンも標準添付

F1-KITType Windows 10
Pro 64bit

超スリムで驚きの軽さ
M1-KITType Windows 10

Pro 64bit

圧倒的なコストパフォーマンス
D1-KITType Windows 10

Pro 64bit

超スリムで驚きの軽さ

筐体サイズ

タブレット
（2in1モデル）

モニタサイズ
12.3型

筐体サイズ

タブレット
（2in1モデル）

モニタサイズ
13.3型

M1-KITType

圧倒的なコストパフォーマンス

保証期間延長（4年間）＋動産保険（4年間）

申込プランA06　税込208,000円

筐体サイズ

ノートPC
モニタサイズ
13.3型

D1-KITType

●カラー／ピクトブラック●タッチパネル／対応●CPU／第11世代インテル®Core™ 
i7-1165G7 プロセッサ●メモリ／16GB●HDD／256GB SSD●光学ドライブ／非搭載●
インターフェース／Thunderbolt4 USB4 Type-C×2、USB3.2 Type-A×2、HDMI出力×
１、3.5mmステレオ・ミニジャック、ダイレクト・メモリスロット（SDメモリカード対応）●有線
LAN／1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T●無線LAN／Wi-Fi6 IEEE 
802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応●Bluetooth／Bluetooth® ワイヤレステクノロ
ジー Ver.5.1準拠●画面／IGZO LED バックライト付タッチパネル式、高輝度・高色純度・高
視野角 TFTカラーLCD●グラフィック／Intel® UHD Graphics 620●OS／Windows 10 
P r o 6 4 b i t ● 重 量／約 9 8 9 g ● バッテリ駆動／約 2 3 . 0 時 間 ●サイズ／
309mm×214.8mm×16.9mm●その他／タッチペン標準添付（ペンガレージ付き）、ステレ
オBOXスピーカー、顔認証（Windows Hello対応カメラ）、リアカメラ

●カラー／ピクトブラック●タッチパネル／対応●CPU／第11世代インテル®Core™ 
i7-1165G7 プロセッサ●メモリ／16GB●HDD／256GB SSD●光学ドライブ／非搭載●
インターフェース／Thunderbolt4 USB4 Type-C×2、USB3.2 Type-A×2、HDMI出力×
１、3.5mmステレオ・ミニジャック、ダイレクト・メモリスロット（SDメモリカード対応）●有線
LAN／1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T●無線LAN／Wi-Fi6 IEEE 
802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応●Bluetooth／Bluetooth® ワイヤレステクノロ
ジー Ver.5.1準拠●画面／IGZO LED バックライト付タッチパネル式、高輝度・高色純度・高
視野角 TFTカラーLCD●グラフィック／Intel® UHD Graphics 620●OS／Windows 10 
P r o 6 4 b i t ● 重 量／約 9 8 9 g ● バッテリ駆動／約 2 3 . 0 時 間 ●サイズ／
309mm×214.8mm×16.9mm●その他／タッチペン標準添付（ペンガレージ付き）、ステレ
オBOXスピーカー、顔認証（Windows Hello対応カメラ）、リアカメラ

●カラー／プラチナ（タイプカバー：ブラック）●タッチパネル／対応●CPU／第11世代イン
テル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ●メモリ／8GB●HDD／SSD 128GB●光学ドライ
ブ／非搭載●インターフェース／USB-C™×1、USB-A×1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、
Surface Connect ポート×1、Surface タイプ カバーポート、microSDXC カード リーダー、
Surface Dial と互換性ありoff-screen interaction●有線LAN／なし（LANアダプターが別途
必要）●無線LAN／Wi-Fi 6: 802.11ax 互換●Bluetooth／Bluetooth 5.0 ワイヤレス テク
ノロジー●画面／スクリーン：12.3インチ PixelSense™ディスプレイ、解像度：2736× 
1824（267 PPI）、縦横比：3：2、タッチ：10点マルチタッチ●グラフィック／Intel® Iris® Xe 
グラフィックス●OS／Windows 10 Pro 64bit●重量／約770g●バッテリ駆動／通常のデ
バイス使用時間で最大15時間●サイズ／292mm×201mm×8.5mm●その他／タッチペ
ン無し（別売）、Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ（前面）、5.0MP フロント カ
メラ（1080p フル HD ビデオ）、8.0 MP オートフォーカス機能付き背面カメラ（1080p Full 
HD ビデオ）、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos® 搭載 1.6W ステレオ スピー
カー、PCインナーバック付き

●カラー／プラチナ（タイプカバー：ブラック）●タッチパネル／対応●CPU／第11世代イン
テル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ●メモリ／8GB●HDD／SSD 128GB●光学ドライ
ブ／非搭載●インターフェース／USB-C™×1、USB-A×1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、
Surface Connect ポート×1、Surface タイプ カバーポート、microSDXC カード リーダー、
Surface Dial と互換性ありoff-screen interaction●有線LAN／なし（LANアダプターが別途
必要）●無線LAN／Wi-Fi 6: 802.11ax 互換●Bluetooth／Bluetooth 5.0 ワイヤレス テク
ノロジー●画面／スクリーン：12.3インチ PixelSense™ディスプレイ、解像度：2736× 
1824（267 PPI）、縦横比：3：2、タッチ：10点マルチタッチ●グラフィック／Intel® Iris® Xe 
グラフィックス●OS／Windows 10 Pro 64bit●重量／約770g●バッテリ駆動／通常のデ
バイス使用時間で最大15時間●サイズ／292mm×201mm×8.5mm●その他／タッチペ
ン無し（別売）、Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ（前面）、5.0MP フロント カ
メラ（1080p フル HD ビデオ）、8.0 MP オートフォーカス機能付き背面カメラ（1080p Full 
HD ビデオ）、Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos® 搭載 1.6W ステレオ スピー
カー、PCインナーバック付き

●カラー／タイタングレー●タッチパネル／対応●CPU／第11世代インテル® Core™ 
i5-1135G7●メモリ／16GB●HDD／SSD 256GB●光学ドライブ／非搭載●インター
フェース／1.外付eSimスロット（オプション）、2.グローバルヘッドセットジャック、3.USB 
3.2、4.HDMI 2.0、5.ウェッジロックスロット、6.Thunderbolt™ 4（Power Deliveryおよび
DisplayPort対応）（USB Type-C™）、7.Thunderbolt™ 4（Power DeliveryおよびDisplayPort
対応）（USB Type-C™）、8.USB 3.2（Power Share対応）、9.uSDカードリーダー、10.スマー
トカード●有線LAN／1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T●無線LAN／Qualcomm
（R）QCA61×4A 802.11ac Dual Band（2×2）ワイヤレスアダプタ＋Bluetooth 5.0●
Bluetooth／Bluetooth 5.0●画面／13.3インチFHD（1920×1080）タッチ、AG、WVA、 
HD＋IRカメラ、300nits、WLAN/WWAN●グラフィック／Intel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）
●OS／Windows 10 Pro 64bit●重量／約1.20Kg●バッテリ駆動／－ ●サイズ／高さ：
19.3mm×幅：305.7mm×奥行き：207.5mm●その他／タッチペン無し（別売）

●カラー／タイタングレー●タッチパネル／対応●CPU／第11世代インテル® Core™ 
i5-1135G7●メモリ／16GB●HDD／SSD 256GB●光学ドライブ／非搭載●インター
フェース／1.外付eSimスロット（オプション）、2.グローバルヘッドセットジャック、3.USB 
3.2、4.HDMI 2.0、5.ウェッジロックスロット、6.Thunderbolt™ 4（Power Deliveryおよび
DisplayPort対応）（USB Type-C™）、7.Thunderbolt™ 4（Power DeliveryおよびDisplayPort
対応）（USB Type-C™）、8.USB 3.2（Power Share対応）、9.uSDカードリーダー、10.スマー
トカード●有線LAN／1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T●無線LAN／Qualcomm
（R）QCA61×4A 802.11ac Dual Band（2×2）ワイヤレスアダプタ＋Bluetooth 5.0●
Bluetooth／Bluetooth 5.0●画面／13.3インチFHD（1920×1080）タッチ、AG、WVA、 
HD＋IRカメラ、300nits、WLAN/WWAN●グラフィック／Intel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）
●OS／Windows 10 Pro 64bit●重量／約1.20Kg●バッテリ駆動／－ ●サイズ／高さ：
19.3mm×幅：305.7mm×奥行き：207.5mm●その他／タッチペン無し（別売）

または

または

または

建築・設備工学科の
推奨モデル
建築・設備工学科の
推奨モデル

建築・設備工学科の
推奨モデル
建築・設備工学科の
推奨モデル

※スタイラスペンは
別売り

建築・設備
工学科の
推奨モデル

スタイラスペン付属
※本体に収納でき
充電も可

パソコン本体価格（メーカー標準保証※1年間）

申込プランA05　税込175,000円

パソコン本体価格（メーカー標準保証※1年間）

申込プランA03　税込160,140円
保証期間延長（4年間）＋動産保険（4年間）

申込プランA04　税込198,090円

パソコン本体価格（メーカー標準保証※1年間）

申込プランA01　税込206,700円
保証期間延長（4年間）＋動産保険（4年間）

申込プランA02　税込248,500円申込プランA02　税込248,500円

建築・設備
工学科の
推奨モデル



100号館〈テクノみらい館〉

では、ノートパソコンで使用

するネットワーク設備（無

線LAN）が充実しており、快

適な環境の中でノートパソ

コンを活用できます。

また、いつでもどこでも

優れた学内環境に完全対応

マイパソコンは就職活動に必須

PCサポートセンター

久留米工業大学のキャンパス内に、学生の皆様が

個人で解決するには困難なトラブル相談や修理の

代行手続が行えるサポートセンターが100号館の

4階に設置されています。

大学必携PCのご購入者は、トラブル対応や購入時

状態への復元、修理のお手続きなど各種サービス

を無料で受けることが出来ます。（一部有償対応と

なります。）

現在の就職活動では、求人情報や企業研究のため、パソコンとインターネットを

活用した素早い情報収集が欠かせません。

それらの活動によって、その後の行方を大きく左右する場合があります。就職活

動の情報化に乗り遅れないためにも、日頃からいつでも自由に使えるパソコンを

持ち、使いこなせているかどうかが重要となるのです。

また、求人企業へ提出する各種書類の作成や、電子メールによる連絡などに備え

るためにも、大学必携PCを初めとして「自分に一台」パソコンを持つことを推奨

します。

大学必携PCが選ばれる4つのポイント

快適なパソコンライフをご提供いたします。

すぐに使えるソフトウェア

大学必携PCには久留米工業大学の授業で必

要となるソフトウェア※1が既にインストールさ

れています。通常購入のパソコンは様々なソフ

トウェアを自分で設定しなければいけません

が、そのような手間は一切かかりません。これ

により設定を気にすることなく、安心して授業

に取り組んでいただけます。
※1　Microsoft officeも含む

「大学必携PCは、量販店で買うより高い」そう思われていませんか？
パソコンは消耗品です。4年制の大学生活で、1度は修理が必要なトラブルが発生するものです。
その場合、購入した量販店に修理を依頼すると、多額の修理費用が発生してしまいます。しかし、大
学必携PCならば、充実した学内サポートに加え、「もしもの時に備えた保証」もご用意しております。
大学必携PCだからこそ出来るこのサービスを、みなさんのスタイルに合わせてお選びください。

大学必携PCは「2パターンの保証」からお選びいただけます。大学必携PCの

保証について
※保証対象はパソ

コン本体のみです
。

ACアダプタやバッ
テリなどは

対象外となります
。

動産保険なら無償で修理!

1．本体＋保証期間延長（4年間）＋動産保険（4年間）

2．本体＋メーカー標準保証（1年間）

突然のトラブルにも安心!

メーカー保証規定内の修理はもちろん、

一定金額を限度額とし、液晶割れや落下

による故障について無償修理致します。

修理費用が補償限度額を超える場合は、

修理費用と補償限度額との差額をご負担

いただき修理実施することができます。

また、修理実施せずに全損扱いとした場

合、補償限度額の範囲内でご提供できる

同等品を受けとることができます。

主なトラブル例

●液晶画面の割れ

●PCの落下

●水没（コーヒーをこぼすなど）

一般的に修理をした際、5～9万円程かかりますが…

※1　ただし、補償限度額範囲内での無償修理となります。

※1

お申込みから商品お届けまでの流れ

１、お申込み

申込期限

２、決済

３、商品のお渡し

配布日～2021年4月30日（金）必着　

▼

▼

▼

銀行振込およびコンビニ決済の場合はご入金確認後、分割払いの場合は審査完了後に商品を手配させていただきます。

・商品の準備が整い次第、お申込みのお電話番号、またはメールアドレスにご連絡いたします。
　お受け取りは、ご連絡後4月6日（火）以降に順次お渡しいたします。
・引渡日当日は、パソコンお引渡しの際にご本人確認のため学生証と加賀ソルネットから送信される「決済完了のお知らせ」という
　タイトルのメールのコピーを必ずご持参ください。            　　　
※本パソコンには、大学での利用に必要なソフトのインストールや設定を実施するために1ヶ月半～2ヶ月程度の作業期間をいただいております。
　（新型コロナウイルス等の影響による部品調達の長期化で納期遅延が生じる場合もありますのでご了承ください。）
　早めにお渡しできるよう努力いたしますが、できるだけお早めのお申込みおよびご入金をお願いいたします。
　尚、お引渡しは決済完了日順とさせて頂いております。

◎銀行振込をご希望のお客様
Webサイトからのお申込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に振込先銀行口座情報をお送りいたしますので、支払期限以内(1週
間)に所定の口座にお振込みをお願いいたします。
◎コンビニ決済をご希望のお客様
Webサイトからのお申込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に払込票番号等の払込みに必要な情報をお送りいたしますので、その
情報をお近くのコンビニエンスストアにお持ちの上、支払期限以内(1週間)にお支払いください。
◎分割払いをご希望のお客様
Webサイトからの商品お申込み完了後、分割払いお申込み専用サイトに自動的に遷移いたしますので、画面の指示に従いお手続きをお進めく
ださい。
※大学推奨PCは完全受注生産のため、決済完了後の機種変更およびキャンセルは一切できませんので、ご了承下さい。

◆受取方法◆

下記Webサイトもしくは、右記QRコードからアクセスし、お申込みください。
https://shop.kgem.co.jp/kurume-it/
ログインID：kurume-it　　パスワード：kurume2021
※インターネット環境がなく、Webサイトからのお申込みができない方は、加賀ソルネットまでお問い合わせください。　
　TEL： 0120-127-115(受注センター)　E-mail：kurume-it-support@solnet.ne.jp
※申込み方法の詳細は、別紙（販売サイトご利用のご案内）をご確認下さい。　

購入時の金額は最も安くなります。しかしメーカー保証規定外の不慮の事故

等による故障の際には、その都度に有償修理となり、支払いが発生します。

※2年目以降はメーカー保証規定内の故障の場合でも有償修理となります。

e-learningに接続でき課題

に取り組む事ができます。

もちろん大学必携PCは、こ

れらの学内環境に完全対

応しております。


