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〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-27-10 八丁堀プラザビル9階　
教育市場及び教職員と学生向け、コンピュータ・システムの導入及び機器・ソフトウェアの販売・サポート

加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー 加賀電子グループ

SJ01

■ ショッピングサイトでのお申込みから商品のお届けまで

1 http://shop.kgem.co.jp

ID seishin

PW

ログインする

seishin2021

ログインIDおよびパスワードを
入力し、「ログインする」ボタン
をクリックしてください。

2
ご希望の商品の画像もしくは
商品名をクリックしてくださ
い。

3

5

学校名や送付先のご住所等、
必要事項をご入力ください。

メールに記載されている銀行口座宛に最
寄の銀行・ATMやネットバンキングよりお振
込みください。

http://shop.kgem.co.jp

4
お支払い方法をお選びいただ
き、「注文を確定する」ボタンを
クリックしてください。

http://shop.kgem.co.jp

姓 加賀 名 太郎

101-0023

神田松永町20番地

東京都 6
セイ カガ メイ タロウ

http://shop.kgem.co.jp

銀行振込

コンビニ決済

分割払い

注文を確定する

ログイン 商品の選択

ご注文者様情報の入力

銀行振込の場合

6
商品のお届け

支払方法の選択

ご注文を承りました
この度はご注文をいただきまして、誠にありがとうございます。

支払期限 : 20**/**/**
銀行名 : 三井住友銀行
支店名 : ラベンダー支店

------------------------------
お支払先
------------------------------

メールに記載されている払込票番号等を
コンビニエンスストアにご提示いただき、
お支払いください。

弊社提携信販会社のサイトにて分割払いお
申込み手続きをお進めください。完了後、提
携信販会社から確認の連絡がございます。

コンビニ決済の場合 分割払いの場合

ご注文を承りました
この度はご注文をいただきまして、誠にありがとうございます。

コンビニ種別 : ******
払込票番号 : **********
支払期限 : 20**/**/**

------------------------------
お支払先
------------------------------

姓 加賀 名 太郎

セイ カガ メイ タロウ

http://shop.kgem.co.jp

15インチ
ノートパソコン
200,000円

3ボタン
LEDマウス

10,000円

3ボタン
サンプルサンプルサンプル

15インチ
サンプル

15インチ
サンプル

15インチ
サンプル

15インチ
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15インチ
ノートパソコン

3ボタン15インチ 3ボタン15インチ
ノートパソコン

3ボタン

振込用紙は届きませんのでご注意ください。■ よくあるご質問
支払方法や注文商品を変更したいのですが。Q1
お支払いの期限が超過いたしますと自動的にご注文はキャンセル扱いとなりますので、
再度新規でお申込みください。

A1

支払期限が過ぎてしまいました。Q2
お支払いの期限が超過いたしますと自動的にご注文はキャンセル扱いとなりますので、
再度新規でお申込みください。

A2

注文商品の一部をキャンセルしたいのですが。Q3
ご注文商品の一部のみをキャンセルすることはできかねます。全ての商品をいったん
キャンセルいたしますので、加賀ソルネットへお電話もしくはメールにてお問い合わせく
ださい。キャンセル処理完了後、再度新規でお申込みください。

A3

コンビニ決済で申込みました。コンビニエンスストアで支払う際、クレジットカードは使
用できますか？

Q7

いいえ、使用できません。現金でお支払いください。A7

支払いの手数料はいくらになりますか？Q8
［コンビニ決済］無料
［銀行振込］お支払いの金額やお振込元の銀行によって異なりますので、各銀行の
Webページ等でご確認ください。
［信販会社分割払い］以下表をご参照ください。

A8

銀行一括払いで振込人名を学生本人ではなく、親の名前で振り込んでしまいました。Q6
お申込み者様一人一人に異なった口座番号を割り振っております（バーチャル口座）の
で、正しい口座にお振込みいただければお客様を特定することができます。

A6

分割回数

金利手数料（％）

3回

2.01

6回

3.53

10回

5.00

12回

6.00

18回

9.00

24回

12.00

30回

15.00

36回

18.00

商品はいつ頃届きますか？Q9
ご入金確認もしくは分割払い審査完了後、通常3～4週間でご希望のご住所へ佐川急便
にてお届けいたします。 Panasonic Let's note CF-SV及びCF-QVの２製品につきまして
は、2021年2月中旬以降に順次出荷開始予定となります。メーカーの生産状況や交通事
情等により、通常よりお時間をいただく場合もございます。

A9

配送日時の指定はできますか？Q10

誠に申し訳ございませんが、配送日時の指定はお受けできかねます。ただし、引越し等で
「〇〇日以降に届けてほしい」などのご要望がある場合は、メールもしくはお問合せ
フォームよりご連絡ください。

A10

URL（「https://」から始まるECサイトアドレス）を正しく入力してもECサイトにアクセスで
きません。

Q4

URLを正しい箇所にご入力いただいているか、以下をご参照いただきご確認ください。A4

パソコン画面（Microsoft Edge）

上図の赤枠内にURLをご入力ください。緑枠内にご入力いただいてもアクセスできません。

スマートフォン画面（iPhone Safari）

パソコンもスマートフォンもなく、ECサイトからの申込みができません。Q5

加賀ソルネットへお問い合わせください。FAX 専用お申込用紙をお送りいたします。
なお、お電話でのご注文は承っておりません。

A5

ご入金確認もしくは分割払い審査完了後、通常3～4週間でご希望のご住所へ佐川急便にてお
届けいたします。 Panasonic Let's note CF-SV及びCF-QVの２製品につきましては、2021年2月
中旬以降に順次出荷開始予定となります。メーカーの生産状況や交通事情等により、通常より
お時間をいただく場合もございます。

seishin-support@solnet.ne.jp〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-27-10 八丁堀プラザビル9階
加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー
販売元・お問合せ先

0120-127-115

※ ご提供いただいた個人情報は当社にて厳重に管理し、当社の業務の範囲内でのみ利用させていただきます。詳細に関しましては、Webの個人情報保護方針をご覧ください。

下記URLにアクセスし、ログインIDおよびパスワードをご入力ください。

聖心女子大学2021年ご入学の皆様へ

聖心女子大学限定販売
ノートパソコンのご案内

申込期限：2021年5月31日（月）

※ パソコン購入をご検討されている方への参考としてご案内しております。
　 購入は必須ではありません。

■ お問合せ先について

申込／支払手続き関連

● 専用サイトでの購入方法に関すること ● 手続きに関すること
● お支払いに関すること  ● 分割払い契約に関すること

パソコン製品関連

● 限定販売ノートパソコンの仕様に関すること
● 拡張保証に関すること 

授業・その他

● パソコンの活用や大学に関すること
● 授業のスケジュールに関すること 

お問合せ先
TEL
E-mail
受付時間

：加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー
：0120-127-115
：seishin-support@solnet.ne.jp
：9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）

お問合せ先
TEL
受付時間

：加賀ソルネット株式会社 EMカンパニー
：0120-127-115
：9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）

お問合せ先 ：パナソニックキャンパスパソコン購入事前相談窓口
   2021年1月開設予定。問い合わせフォームURLは12月下旬頃から
   ショッピングサイト上にてご覧いただけます。

入学手続き書類に記載の大学お問い合わせ先へお問い合わせください。
ご連絡先は入学手続き書類をご確認下さい。

Panasonic

Apple

購入申込サイトURL ：https://shop.kgem.co.jp/seishin/

ログインID・パスワードは入学手続き書類に同封の
 パンフレットに記載しております。



免責事項：本プログラムの内容に関して、価格・スペックが変更となる場合がありますので、最新の情報はECサイトにてご確認下さい。

MacBook Air 13.3インチ

Apple

MacBook Air版 延長保証（4年）付き
延長保証サービス（自然故障＋物損）［上限回復プラン］
メーカー保証対象外の突発的なアクシデントによる故障に対応︕

自然故障 落下・破損 水濡れ 火災 交通事故落雷 雪災・風災

※修理の受付はお電話もしくはメールにて修理窓口（クロネコ保証窓口）へお問い合わせ下さい。故障機は宅急便にてお引取りし修理後はご希望住所へご返却します。

自然故障

物損保証

保
証
上
限

1年目 2年目 3年目 4年目

メーカー保証1年

100％ 100％ 100％100％

修理上限100％

機種名

OS

CPU

メモリ

ストレージ

光学ドライブ

サイズ

本体質量

バッテリー

Office

MacBook Air

MacOS

8 Core CPU/8 Core GPU /16 Core Neural Engine /Apple M1

8GB ユニファイドメモリ

512GB SSD

非搭載

幅304.1mm×奥行212.4ｍｍ×高さ4.1～16.1mm

約1.29kg

最大15時間のワイヤレスインターネット閲覧

無し

Mac OS
聖心女子大学限定販売
Apple ノートパソコンのご案内
4年間の延長保証付き

シルバースペースグレイゴールド

Point2 物損故障に強い！
弊社の延長保証サービスの特徴は、自然故障だけ
でなく破損・水濡・火災・落雷等の偶発的な事故
（物損故障）に対して、無償での修理を提供します。

Point1 保証上限が回復！
例えば、1年目で物損での保証が履行された場合
でも、2年目には、上限が100％に回復します。

免責事項：本プログラムの内容に関して、価格・スペックが変更となる場合がありますので、最新の情報はECサイトにてご確認下さい。

CF-SV 12.1インチ CF-QV 12インチ

故障だけでなく、破損や水濡れ、自然災害などもカバー

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

迅速な修理対応

※保証は購入時から
　４年間

修理の受付＆返却は
入学後学内の窓口で
対応します

Letʼs note版 延長保証（4年）付き

機種名

OS

CPU

メモリ

ストレージ

光学ドライブ

サイズ

本体質量

バッテリー

Office

CF-SVシリーズ

Windows10 Home 64ビット

最新世代 インテル®Core-i5 CPU

8GB LPDDR3 SDRAM（拡張スロットなし）

256GB SSD

スーパーマルチドライブ内蔵

幅283.5mm×奥行203.8ｍｍ×高さ24.5mm

約0.999kg

約14時間

無し

CF-QVシリーズ

Windows10 Home 64ビット

第10世代 インテル®Core-i5 CPU

8GB LPDDR3 SDRAM（拡張スロットなし）

256GB SSD

非搭載

幅273.0mm×奥行209.2mm×高さ18.7mm

約0.959kg

約11.5時間

無し

※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）

キャンパスパソコンなら事故報告書不要！即審査・迅速修理

Windows OS
聖心女子大学限定販売
パナソニックノートパソコンのご案内
サポートを含め、量販店では手に入らないモデル

スタイラスペン

別売8,400円（税込）

PC にもタブレットにも。 
使いやすさも２way

パナソニックは４年目も100％全損時も免責額なし︕
（１年間の保証上限金額は15万円です）
消耗部品（ACアダプタ、バッテリーなど）は保証外

上限金額12万５千円

※CPU世代の詳細はECサイトでご確認ください


