
※1：当社技術実験室にて。30cm（26方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施。
※2：当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N｛100kgf｝で圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時。

特別ご提供価格で
ご購入いただけます

お申込はお早めに！ 提供価格（税込） ￥144,100-

CF-SV９

2020年最新モデル

金沢工業大学 限定販売
サポートを含め、量販店では決して手に入らないモデル

毎日持ち歩くものだから、
携帯性は重要！

液晶サイズ12.1型ワイド

バッグにすんなり入り、なおかつスペースも
取らないコンパクトボディは、毎日の通学や
学内で持ち歩くには最適です。

容量が低下しても
本体修理不要！

コンパクト

リチウムバッテリーはスマホに
同じく徐々に容量が低下し
ます。
パナソニックなら着脱可能な
のでバッテリーのみ新規購
入いただければ交換可能で
あり本体修理不要です。

落下･衝撃等学生生活の
アクシデントに備え衝撃試験を
各種実施済！4年間安心して
お使いいただけます！
76cm落下試験※1を実施

低故障率

100kgf加圧振動試験※2を実施

変換コネクターやＤＶＤドライブを持ち歩く必要がないので、
大切な授業や学会・イベント等でのプレゼン時でも心配ありません。

バッテリー
着脱可能

●高速転送のType-C(THUNDERBOLT)も対応！

大学生の為のタイピングソフト

「ｅ－ｔｙｐｉｎｇ Ｌｉｔｅ」を

プリインストール

就職活動や社会のビジネスマナーに

役立つ文例で練習！

フルＨＤよりも更に高精細！
高解像度（1920×1200ドット）＆

広視野角の12.1型ワイド液晶

第10世代インテルＣＰＵ
Core™ i5-10210Ｕ搭載

USB3.0 Type-A
（スマホ充電対応）

USB3.1 Type-C

HDMI

無線切り替えスイッチ

ヘッドセット端子
（マイク入力＋オーディオ出力）

USB3.0 Type-A×2

LANコネクター

外部ディスプレイコネクター（ＲＧＢ）

セキュリティスロット

電源スイッチ

内蔵ドライブ（ＤＶＤスーパーマルチ）

SDメモリーカードスロット

スピーカー（ステレオ）

スピーカー
（ステレオ）

顔認証対応カメラ

アレイマイク

ＩＲライト

快適操作のホイールパッドと
入力しやすいリーフ型キーボード（2mmｷｰｽﾄﾛｰｸ)

ＣＰＵの性能を
最大限発揮する
新開発冷却ファン

東京２０２０
オリンピック・パラリンピック

公式パソコン

必要なインターフェースを全て標準装備
【性能・機能】【信頼性】で断トツの高得点

だから企業でも圧倒的な採用率!!

学生生活に安心なオールインワンパソコン

Windows 
Hello対応

（顔認証対応）

Webカメラ
(約207万画素)

USB Power Deliveryに対応
モバイルバッテリーやACアダプターからPCの充電可能。
スマホの充電も可能、災害時にも役立ちます。



機種名 レッツノート SV９シリーズ ※１

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル最新CPU Core™ i5-10210U（第10世代）

表示方式 12.1型ワイド(16:10) WUXGA （1920 x 1200ドット）、アンチグレア

メインメモリー 8GB LPDDR3 SDRAM（拡張スロットなし）

ストレージ SSD256GB※2

光学式ドライブ
スーパーマルチドライブ内蔵
バッファーアンダーランエラー防止機能搭載

主なインターフェース

●WEBカメラ搭載（Full HD解像度 約207万画素） アレイマイク
●外部ディスプレイ端子 HDMI ×1、アナログRGB×1
●USB3.0 Type-Aポート×3、USB3.1 Type-Cポート×1  
●ヘッドセット端子 （マイク入力＋オーディオ出力）×1
●SDメモリーカードスロット ●ステレオスピーカー など

通信機能

LAN： 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LAN： IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax
等準拠（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）
Bluetooth： Bluetooth v5.0

バッテリー駆動時間※3 約14時間程度

サイズ 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ 24.5 mm（突起部除く）

本体質量※4 約0.999kg

パナソニック
オリジナルソフト タイピング練習ソフト「e-typing Lite」

●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

故障率は
一般パソコンの約６分の１

※

※ 出典：IDC Japan,July 2012 
８時間/週以上自席以外で使うノートＰＣにおいて。
調査対象：日本企業のＩＴ管理担当者様n＝800

全モデル Made in 神戸工場さらに

一般の保険は 事故報告書の作成・提

出が必要となり 、審査通過まで

時間がかかります（約2～3週間）

仕様の詳細は右記のURLから確認できます。https://www.kit-pc.jp/pc/

※1：金沢工業大学オリジナルモデル。 ※2 ：SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。 ※3：付属のバッテリーパック
装着時。JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。
※4：付属のバッテリーパック装着時。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

●大学からの諸連絡 ●授業での実習 ●ゼミ
●課題レポート作成・提出 ●プレゼンテーション
●クラブ・サークル活動 ●語学留学

●論文作成
●実験・プレゼン
●資格取得

修理の受付＆
返却は
学内の窓口で
対応します

修理も迅速！

授業からサークル活動、就活まで 4年間、しっかり使いこめる!

CF-SV
2020年最新モデル

故障だけでなく、破損や水濡れ、自然災害など

４年間のあらゆるリスクをカバーします！

ここまでカバー

故障
破損
水濡れ

火災・落雷
台風・洪水

４年間
メーカー保証

４年間
拡張保証

金沢工業大学推奨パソコン

1～2年生 パソコンを主に学習に使用 3～4年生 学習用途に加え、就職活動にも使用

●就職活動 ●インターンシップ
●教育実習 ●内定企業との連絡

●パナソニックPCについての詳しい内容はホームページをご覧下さい https://panasonic.biz/cns/pc/

4年目でも補償金額が減らず、免責金額もナシ！

推奨パソコンなら事故報告書不要！
即審査・迅速修理！

色：シルバーダイヤモンド

● DVDドライブ/有線・無線LAN/RGBなど必要な端子はすべて搭載！

高い排熱処理により
CPUパフォーマンス最大化
を実現！高速処理で学業

が捗ります！

大学生活４年間も安心

低故障率／
充実したメーカー保証で

４年間の安心運用

深みがあり打ちやすい
キーボードと独自の

ホィールパッドで論文も
疲れ知らず！快適な学生
生活をお届けします！

東京2020
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

公式ﾊﾟｿｺﾝ



金沢工業大学様 限定

キャンパスモデル 『拡張保証制度』

品番 CF-SVシリーズ

保険事故
発生年 補償限度額

１年 150,000円

２年 150,000円

３年 150,000円

４年 150,000円

補償限度額

ご購入から

台風
洪水

火災
落雷

水ぬれ破損故障

拡張保証による補償範囲

※拡張保証は、パソコンの現物が確認できることが必要です。

４年間補償

対象範囲

補償対象となる主な場合

火災・落雷による損害

水濡れによる損害

破損（落下・衝突・接触等）

電気的・機械的故障

台風・洪水による損害

補償対象外となる主な場合

故意・改造・重過失による損害

付属品（消耗品を含む）

地震・噴火・津波による損害

盗難・遺失・紛失・置き忘れによる損害

追加のソフトウェア資産・オプション機器

2020年度 教材ＰＣ パナソニック レッツノート キャンパスモデル向けの 『拡張保証制度』 では、
破損・物損を補償いたします。これは、万が一の不注意による破損・水ぬれや、天災（火災・落雷・台風・
洪水） による物損も補償するサービスです。 （盗難は含みません。ＰＣ本体の現物が必要です。）

内 容 備 考

補償年数 ４年間

大学在学中の４年間。

新規購入時（2020年4月1日）を基点とします。
ただし、同一大学在学中に限ります。

補償

限度額

１年目 100%

機種毎に設定する補償限度額を上限（100%）とします。修理回
数に関係なく、年度毎の補償金額の上限は、100％となります。
100%を超過した分は、ご負担いただきます。

2年目 100%

3年目 100%

4年目 100%

免責金額 な し
全損時も免責金額はございません。
ただし、ＰＣ本体の現物が必要です。

全損対応 修理対応 修理不可能時は同等品を提供します。

本サービスの中止・失効について
（１） パソコンが現物確認できない場合
（２） お客様によりパソコンを改造されたもの、および改造にともなう物損の場合
（３） ご購入者以外でのご利用の場合（第三者へ譲渡・転売されご本人ではない場合）
（４） 規定に定める「全損」時の補償を受けた場合
（５） お客様が本サービスの利用中止を希望される場合
（６） お客様が退学・除籍・転属などの事由により購入時と同じ大学に属さなくなった場合
（７） 対象商品を保険対象とした各種損害保険に別途複数加入している場合で、対象商品に生じた損害に対して

保険金支払いを適用された場合
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Ｐａｎａｓｏｎｉｃ レッツノート キャンパスモデル 拡張保証制度 

 

サービス名 パナソニック レッツノートキャンパスモデル 拡張保証制度 

対象製品 パナソニック レッツノートパソコン 

適用期間 
4年間 （2020年4月1日 ～ 2024年3月31日） 

備考 購入日を基点とした上記期間内の４年間でパソコン購入時の大学に在学中に限ります。 

 

 本保証は、対象製品について日本国内にて生じた偶然な事故による損害に対し、適用期間内に限り無償で引

き取り修理を行うものです。（ただし、補償限度額を超えた費用および後述の 『保証の対象とならない場合』 に

該当時は有償になります） 

 本保証は、当社規定の検査に合格した製品を最初に購入されたお客様ご本人のみに適用されるものです。 

 本保証は、大学を通じての新品購入且つ規定のルートで修理を依頼していただいた場合のみに適用されます。 

 

■ 保証の対象について 

対象となる偶然な事故とは下記のとおりです （盗難は含みません。） 

故障 破損 水濡れ 火災・落雷 台風・洪水 盗難・紛失 

○ ○ ○ ○ ○ ― 

※ パソコン本体の現物を確認できることが前提となります。 

 

■ 補償内容 
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■ 保証の対象とならない場合 

（1） 直接・間接を問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら 

に類似の事変または暴動によって生じた損害。 

（2） 直接・間接を問わず、差し押さえ、没収、徴発、破損など国または公共団体の行使によって生 

じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この限 

りでありません。 

（3） 直接・間接を問わず、対象ノートパソコンの磨耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、 

ねずみ喰いまたは性質によるむれ、かび、変質、さびもしくは腐食によって生じた損害および機 

能に影響のない外観上のキズ、症状の出ない不良など。 

（4） 燃料物質（使用済み燃料を含む。以下同様）、もしくは核燃料物質によって汚染された物質 

（原子核分裂生成物を含む）の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害または 

これら特性による事故に随伴して生じた損害。 

（5） 上記（4）に規定した以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれら 

に随伴して生じた損害。 

（6） 保証対象者もしくは保証対象者以外の保証を受け取るべき者またはこれらの者の法定代理 

人の故意または重大な過失によって生じた損害。 

（7） 対象ノートパソコンの使用もしくは管理を委託された者または保証対象者と生計を共にする同 

居の親族の故意によって生じた損害。ただし、保証対象者に保証を取得させる目的でなかった 

場合には、この限りではありません。 

（8） 対象ノートパソコンに加工（修理を除く）を施した場合、加工に着手した後に生じた損害。 

（9） 対象ノートパソコンに対する修理、清掃などの作業中における作業上の過失または技術の拙 

劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が生じた場合は、 

この限りでありません。 

（10） 詐欺または横領にかかったことによって生じた損害。 

（11） 盗難、紛失または置き忘れによって生じた損害。 

（12） 地震、噴火もしくはこれらによる津波によって生じた損害。 

 

■ 本サービスの中止・失効について 

  下記の場合、本サービスの継続を中止して失効といたします。 

  ・ご購入者以外のご所有・ご利用の場合（第三者へ譲渡・転売されご本人ではない場合を含む）。 

  ・お客様によりパソコンを改造されたものおよび改造にともなう物損の場合。 

  ・規定に定める「全損」時の補償を受けた場合。 

  ・お客様が本サービスの利用中止を希望される場合。 

  ・お客様が退学・除籍などの事由によりご購入時と同一の大学に属さなくなった場合。 

  ・対象商品を保険対象とした各種損害保険に別途複数加入している場合で、対象商品に生じ 

た損害に対し保険金支払いを適用された場合。 

 

■ 修理依頼先および拡張保証制度についてのお問い合わせ先 

パソコンをお買い求めおよびお引渡しの窓口にご相談ください。 

※ この制度は、パソコンをお買い求めおよびお引渡しの窓口に修理依頼された場合のみ対象となります。 

以上 

 

このチラシの記載内容は 

2019年 11月 18日現在のものです。 

 


