レ ン タ ル パ ソ コ ン ⼀ 覧 表
学生サポートデスク
2020.06

メーカー
型番
機種

OS
CPU
メモリ
HDD/SSD

TOSHIBA
A6B5DPW4BA21
dynabook B65/DP

A4ノートPC
TOSHIBA
A6B5DPF85A21
dynabook B65/DP

レノボ・ジャパン
20NFS0Y900
ThinkPad E595

Windows 10 Pro 64ビット
Celeron-3867U
4GB

Windows 10 Pro 64ビット
Core i5-8250U
8GB

Windows 10 Pro 64ビット
AMD Ryzen™ 5 3500U
8GB

HDD:500GB

SSD:256GB

SSD:256GB

液晶

15.6型(1366×768ドット)

15.6型(1366×768ドット)

15.6型(1920×1080ドット)

光学ドライブ
重量
1週間単価
1ヶ月月額単価
1ヶ年月額単価料⾦

DVDスーパーマルチドライブ
約2.4kg
¥4,200
¥10,200
¥4,900

DVDスーパーマルチドライブ
約2.4kg
¥9,000
¥18,000
¥8,700

なし
約2.1kg
¥10,200
¥15,700
¥8,200

Microsoft
Office Professional Plus 2019
Word、Excel、PowerPoint
Outlook
Onenote
Publidher
Access
なし
¥6,500
〇
¥4,200

Microsoft 365
Microsoft
Microsoft 365 Apps for business
Word、Excel、PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher
Access
Office Online
常に最新バージョンのアプリケーションにアップグレード
1ヶ年〜
¥1,100
×
¥5,400

メーカー
型番
機種

主な機能

最低利⽤期間
月額料⾦
暦月計算の適⽤
インストール料⾦

Microsoft
Office Standard 2019
Word、Excel、PowerPoint
Outlook
Onenote
Publidher
なし
¥4,800
〇
¥4,200

〈備考〉
・価格は全て税込表示です。
・運送諸掛︓別途(導⼊スケジュール/台数が確定次第ご案内致します)
・1年以上の⻑期レンタルの場合は中途解約時は規定の解約精算⾦が発生致します。
・1週間以上のレンタルの場合は1ヶ月レンタル料⾦を適⽤致します。
・1年未満の月額料⾦は同⼀になります。
※お客様過失による故障(破損/⽔濡れ)は別途修理費⽤が発生する場合がございます。
※バッテリーの消耗は本障害対応の対象外となります。
※紛失時は所定の紛失損害⾦が別途発生致します。
※Microsoft 365 Apps for businessの注意事項
・oﬃce365のアカウント登録・パスワード設定はお客様にてお願いしております。
・契約は⾃動更新になり、解約をご希望される場合はその旨をご連絡いただく必要がございます。
・インストールは弊社で⾏わさせて頂きます。

Office

【学生サポートデスク レンタルパソコン申込書】
令和

ＦＡＸ送信日

FAX.03-5707-1130

年

月

日（

全研本社株式会社の定める「個人情報ポリシー」「個人情報のお取扱い」の内容について
同意して申し込む⇒ □（チェック必須）
1

日本体育大学

学校名

利用者住所

〒

3

2

学部・学科

学部

学科

－
都

道

府

県

（建物名称等）
ﾌﾘｶﾞﾅ
4

5

利用者

6

（学生氏名）
7

・

女

携帯番号

FAX または
メールアドレス
保護者

8

男

性別
利用者

〒

住 所

－
都

道

府

県

（建物名称等）
ﾌﾘｶﾞﾅ
9

10

保護者氏名

□
10

レンタル品

□
□

12

dynabook B65 / DP
（ CPU:Celeron-3867U

14

受取希望日

（ CPU:Core i5-8250U
ThinkPad E595

／

SSD:256GB

商品受渡方法
商品配送先
住 所

／

Microsoft Oﬃce Standard 2019 ）

／

Microsoft Oﬃce Professional Plus 2019 ）

（ Microsoft 365 Apps for business ）

※ 最低利用期間 : 1年～

／

1週間・1ヶ月単位では申込不可

有り
年
年

16

HDD:500GB

ソフト
レンタル期間

15

／

dynabook B65 / DP

セキュリティー

13

保護者
携帯電話

月

日

月

日

／

無し

～

年

月

日

※ dynabook B65 / DP

⇒

学生サポートデスクにて料金振込を確認後、1週間前後でお受取可能の予定です。

※ ThinkPad E595

⇒

学生サポートデスクにて料金振込を確認後、2～3週間前後でお受取可能の予定です。

□ 大学店頭受渡
〒

□3に配送希望

□その他（以下にご記入ください）

－
都

道

府

県

（建物名称等）

申込内容に基づき、レンタル料金のお見積をし、ご連絡をさせて頂きます。
お見積内容で問題が無い場合には、弊社の銀行口座へレンタル料金のお振込（振込手数料はお客様負担）をお願い致します。

＜備考＞
◆ 別途、送料:●●円が発生致します。
◆ 1年以上の⾧期レンタルの場合は、中途解約時に規定の解約精算金が発生致します。
◆ 1週間以上のレンタルの場合は、1ヶ月レンタル料金を適用致します。
◆ 1年未満の月額料金は同一になります。
◆ お客様の過失による故障（破損 ／ 水濡れ）は、別途修理費用が発生する場合がございます。
◆ バッテリーの消耗は、本障害対応の対象外となります。
◆ 紛失時は、所定の紛失損害金が別途発生致します。
◆ Microsoft 365 Apps for business の注意事項
Oﬃce365のアカウント登録・パスワード設定は、お客様にてお願いしております。
契約は自動更新になり、解約をご希望の場合は、その旨をご連絡頂く必要がございます。
全研本社株式会社
〒 158-0081

学生サポートデスク

東京都世田谷区深沢7-1-1

日本体育大学体育大学

世田谷キャンパス

TEL : 03 - 6893 - 2221

／

教育研究棟3街区1階

FAX : 03 - 5707 - 1130

）

全研本社株式会社（学生サポートデスク）個人情報保護ポリシー
全研本社株式会社（以下「当社」という）はIT戦略コンサルティング
事業から教育サービス事業まで幅広い経験を生かし「情報教育文化事
業の推進で、そこにない未来を創る」ことを企業理念としております。
当社は、当社企業理念を実現するため、すべての事業活動において法
令の遵守のみならず、高い倫理観・道徳観をもって、広く社会規範を
遵守していきます。
当社は、個人情報の重要性を十分に認識したうえで、個人情報保護ポ
リシーを定め、当社が関わる全ての個人情報を本ポリシーに従って取
り扱ってまいります。
お申し込み後のキャンセルについて
１．当社は、個人に関する情報（以下「個人情報」といいます）を適
正に保護するため、全従業員に対する教育を実施するとともに、個人
情報を取り扱う部門ごとに個人情報保護部門管理者を任命し、適切な
管理を行わせます。
２．当社は、個人情報を取得させていただく時は、利用目的を明らか
にするとともに、その目的の範囲内のみで適切に取り扱いを行い、目
的外の利用は行いません。また、そのために必要な措置を講じます。
３．当社は、個人情報の保護に関する法令および当社関連自治体の条
例を遵守し、個人情報を取り扱います。また、当社業務にかかわる行
政機関などが定めた個人情報保護に関する規範・ガイドライン等に遵
守し個人情報を取り扱います。

４．当社は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損等を防止するために、
個人情報を管理するための安全対策を講じ、セキュリティの確保・
向上に努めるとともに、これらのリスクに対する合理的な是正をす
る社内規程を設け、継続して改善してまいります。
５．当社は、個人情報の取り扱いに関する苦情、ご相談がある場合、
また当社が開示等の要求に応じることができる権限を有する個人情
報について、個人情報の開示等の要求がある場合には、下記「個人
情報に関する苦情・相談窓口」にて、適切かつ迅速に対応します。
６．当社は、お客様の個人情報の保護に関して適用される法令その
他の規範を遵守するとともに、上記ポリシーを含め個人情報保護マ
ネジメントシステムの内容を適宜見直し、継続的に改善してまいり
ます。
【個人情報に関する苦情・相談窓口】
電話：03-3349-1641
e-mail：privacy@zenken.co.jp
個人情報保護苦情相談責任者 小室 博人

個人情報保護管理総括者 林 順之亮
個人情報保護管理責任者 鈴木 徹
※弊社の「個人情報のお取り扱いについて」は裏面をご覧下さい。

全研本社株式会社（学生サポートデスク）《個人情報のお取り扱いについて》
全研本社株式会社（以下「当社」という）は、当社サービスの円滑な運営のため、また従業員の採用等のために、必要な個人情報の取得を
いたします。個人情報の取得に際しましては、当社「個人情報保護ポリシー」を遵守するとともに以下に定めた通り実施いたします。
【個人情報の利用目的】
お預かりしたお客様の個人情報は、次の目的でのみ利用致します。
1. お客様への対応および連絡
2. 在庫管理
3. 新サービスに関する案内、その他アフターサービス
4. 商品・サービス開発・改善
また、個人の識別や特定が出来ない状態に加工した統計的データを作
成し、調査及び分析のために当社内で利用することがあります。
当社における連絡・情報提供・ご案内等は、電話・郵便・ＦＡＸ・電
子メール等の電磁的方法のいずれかの方法で行います。
１．事業者名
全研本社株式会社
２．個人情報保護管理総括者 および 個人情報保護管理責任者
個人情報保護管理総括者:林 順之亮
個人情報保護管理責任者:鈴木 徹
３．個人情報の提供の任意性
個人情報の提供は任意となりますが、個人情報をご提供いただけない
場合、ご希望のサービスのご利用ができない場合や、ご質問に対し回
答できない場合、採用の手続きには入れない場合等がございます。
４．当社が直接または第三者により取得した個人情報の利用目的
・当社サービスのご利用に関するお手続きおよび会員管理
・お客様やお取引先からのお問合せやご要望への受付・対応
・当社サービスに関するご案内・ご連絡
・当社サービスの向上、または新しいサービス開発のための分析・調
査
・採用選考に関するご案内・ご連絡および採用業務
・従業者の雇用管理、人事労務管理
・お取引先情報の管理、支払・収入処理
◆当社は、上記個人情報の利用目的の範囲内で、各Webサイト及び
書面等で合理的と認められる範囲内で、それぞれ利用目的を特定し、
あらかじめ明示し、それ以外の目的には使用いたしません。
◆当社は、合理的と認められる範囲内で個人情報の利用目的を変更す
る場合があります。その場合は、変更された利用目的を通知または公
表いたします。

８．開示等の請求に応じる手続き
当社が保有している個人情報について、ご本人様、またはその代理人
様から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の
停止、消去および第三者への提供の停止（以下「開示等」といいます）
のご請求があった場合、原則遅延なくこれに対応いたします。
開示等の請求の申し出先
開示等のご請求は、上記『個人情報に関する苦情・相談窓口』宛にお
申し出いただくか、以下へ郵送にてお願いいたします。
〒160-8361
東京都新宿区西新宿六丁目18番１号
住友不動産新宿セントラルパークタワー19階
全研本社株式会社 個人情報に関する苦情・相談窓口 宛
※原則として、ご本人様またはご本人様から委任を受けた代理人様か
らのお申し出とします。
(１) 開示等の請求に関するお手続き
・お申し出を受付け後、当社から所定の請求書様式を郵送いたします。
・当社からの回答は、書面（郵送）により行います。
(２) 開示等の請求者が、本人又は代理人であることの確認の方法
①以下の②または③いずれかの証明書の提出が必要となります。
②免許証等、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住
者証明書、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、マイナンバー
カード（表面のみ。裏面は提出しないでください）、官公庁や特殊法
人等は発行した身分証明書等のうち写真付きのもの等の公的身分証明
書のコピーの提出。ただし、公的身分証明書はその有効期限内のもの
に限ります。
③健康保険証・住民票・年金手帳・運転経歴証明書・各種年金証書・
公的料金支払い請求書・学生証のうち2点のコピーの提出。
④当社所定の請求書の記載事項と、当社の保有する当該開示対象個人
情報との合致。
(３) 開示等の手続きに関する手数料
・利用目的の通知、および開示の手続きにおいて要した実費経費（郵
送料等）について、事前に承諾を得た上で請求させていただきます。
(４) 以下のいずれかに該当する場合、開示等の請求に対応できない
ことがございます。
・請求者の確認ができない場合
・開示請求書類に不備があった場合
・当該個人情報が当社の保有するデータに存在しない場合
・請求者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するお
それがある場合

５．当社が委託を受けた個人情報の利用目的
・英会話及び日本語等語学レッスンの受講者の情報に関して
当該契約を履行するため（教材の配送、レッスンの実施、クラス名簿
作成、成績表の作成や報告等）
休講や時間変更等の連絡
・グループ会社の従業員の個人情報
委託された雇用管理・人事労務管理遂行のため
・人材紹介会社等から提供された個人情報
当社における採用選考のため及び業務遂行のため
６．個人情報に関する苦情および相談窓口
電話:03-3349-1641
e-mail:privacy@zenken.co.jp
苦情相談責任者:個人情報保護苦情相談責任者 小室

博人

７．所属する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決申出先
当社は、認定個人情報保護団体の対象事業者です。
当社の個人情報の取り扱いに関する苦情は、以下までお申し出いただ
くこともできます。

・当社の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
・法令に違反する場合
９．取得した個人情報の第三者提供
当社は、以下の場合を除いて、個人情報を事前の同意無しに第三者へ
提供することはございません。
(１)個人情報保護法以外の他の法令に基づき、個人データを第三者提
供する場合。
(２)人の生命、身体又は財産の保護のために個人データの第三者提供
の必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(３)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(４)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の
定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。
１０．Cookie及びWeb beaconの利用に関して
当社は、CookieとWeb beaconという技術を用いてアクセス情報を
取得しております。当社サイトのアクセス情報を解析し、より良い情
報をご提供することが目的で、取得する情報にお客様を特定する個人
情報はございません。

名称一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
申出先:個人情報保護苦情相談室
住所:〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビ
ル12F
電話:0120-700-779

お申し込み後のキャンセルについて

≪ お問合せ先 ≫

東京都世田谷区深沢7丁目1番1号 日本体育大学世田谷キャンパス教育研究棟3街区1階ラウンジ
福利厚生サービス学生サポートデスク（引き受け：全研本社株式会社）

◎TEL：03-6893-2221 ◎FAX：03-5707-1130 ◎営業時間平日9:00～17：00 （土・日・祝日はお休みとなります）

