日本工業大学新入生の皆さま
第10世代インテル® Core i7搭載 高性能14型ノート
日本工業大学 オリジナルモデル
4年間無償修理保証+破損盗難保証
自然故障はもちろん、落下等の破損、水濡れも保証

申込番号 PC-5
ＤＡＩＶ ４Ｎ－ＮＩＴＵ 本体（消費税込）

￥168,000令和3（2021）年度の授業は、4月12日（月）開始予定です。
ノートパソコンを初回授業に使用する学科もありますので、お早目のご注文をお願いいたします。
【購入特典】NITクリエイトでノートパソコン購入いただいた方へUSBメモリ（16GB）をプレゼント！

MX250グラフィックス
GeForce® MX250 を搭
載。「GPU Boost™ 3.0」
に対応することで、グラフィッ
クス機能を利用した高速化
機能を使うことが可能です。

Core i7 搭載
第10世代プロセッサーを採
用。従来の CPU より更なる
高速化と動作時の消費電力
の削減する事で、バッテリー
持続時間の向上を実現しま
した。

DAIV 4N-NITU
■Windows10Home 64bit
■14インチ フルHDディスプレイ
■インテル®Core i7-10510U（4コア8スレッド）
■16GBメモリ
■Geforce MX250グラフィックス
■512GB SSD
■Windows Hello（顔認証）搭載
■Wi-Fi 6 AX201
( IEEE 802.11ax/ac /a/b/g/n）
■Bluetooth®V5.0内蔵

日工大オリジナルパソコン
お申込、お待ちしております！

安心のサポート
トラブルやお困りごとを24
時間365日電話サポート。
春日部にある修理センター
に持ち込み修理（最短当日
対応）も可能です。

申込番号 PC-6

ノートパソコン・複合プリンタセット
DAIV 4N-NITU+Canon TS6330

セット特価（消費税込）

￥186,700Canon インクジェット複合機 TS6330
充実の基本機能 5色独立インクのスタンダードモデル
寸法： 幅372×奥行315×高さ139mm（突起部を除く）
質量：約6.2kg
LAN：無線LAN・Wi-Fi対応
最大用紙サイズ：A4 インク：5色独立タイプ
※プリンタは、指定のご住所へ配送いたします。

お申込は、申込用紙をFAX送信いただくか、弊社ホームページからお願いいたします。
【お問合せ】株式会社ＮＩＴクリエイト（日本工業大学内） 担当：松野・堤まで
TEL:0480-32-2541（代表）
FAX:0480-35-2356
URL：http://www.nitsc.co.jp/

■製品仕様
モデル名
OS
オフィスソフトウェア
CPU
グラフィックス

メモリ

ストレージ

光学ドライブ

液晶パネル

インターフェース

プロセッサー
詳細
グラフィック・アクセラレーター
ビデオメモリ
標準容量
スロット数/ 最大容量
メモリタイプ
M.2 SSD
HDD
チップセット
ドライブ仕様
カードリーダー
液晶
解像度
サウンド
ディスプレイ
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
イーサネット
サウンド
無線
S/ PDIF
その他
Webカメラ
マウス
キーボード
スピーカー
マイク
バッテリー
ACアダプタ

電源

盗難防止用ロック
動作時間
本体寸法 幅×奥行き×高さ（mm)
重量（標準バッテリー使用時) ※10
使用環境
光学ドライブ用
標準付属ソフトウェア
セキュリティ
その他
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※11
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準） ※12
保証期間

DAIV 4N-NITU
Windows 10 Home 64ビット
インテル(R) Core(TM) i7-10510U プロセッサー
4コア / 8スレッド / 1.80GHz [ 最大 4.90GHz ] / 8MBキャッシュ
NVIDIA GeForce MX250 / 2GB
メインメモリからシェア（最大 約4GB)
16GB
1（空き 0)/ 最大16GB（16GB×1)
16GB×1 ( PC4-21300 / DDR4-2666 )
512GB（SATA)
14.0型 フルHDノングレア（NTSC比72%/ LEDバックライト）
1,920×1,080
ハイデフィニション・オーディオ
1 (HDMI/ 右側面×1)
1 (左側面×1)
3 (Type-A/ 右側面×1、左側面×1、Type-C/ 右側面×1 ※USB Power Delivery 対応)
1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1)
ヘッドセット(CTIA準拠 ミニジャック メス/ 左側面×1)
インテル(R) Wi-Fi 6 AX200 ( IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応
※連続 160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要 ) + Bluetooth 5 内蔵
100万画素（Windows Hello 顔認証カメラ搭載)
高精度タッチパッド
日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 82キー/ キーピッチ約18mm / キーストローク約1.4mm)
ステレオ スピーカー（内蔵)
デュアルアレイマイク（内蔵)
リチウムポリマー
65W (19V), AC100V (50/60Hz)
1 (セキュリティスロット 左側面×1)
約 12.0時間
320.2×214.5×17.5 (折り畳み時/ 突起部含まず)
約 1.09kg
温度 10～35℃、湿度 8～80%
Sound Blaster Cinema 5
約 4.10W/ 約 40W/ 約 0.51W
N区分 0.01（AAA)
4年間無償保証+破損盗難保証 レベル3 (保証限度額¥150,000-)
24時間×365日電話サポート

マウスコンピューター 4年間無償修理保証+破損盗難保証
保証期間
自然故障（通常使用時の故障）

4年間
○

落下・物損等補償サービス

○※1

盗難補償サービス

○※2

全損の場合の新品提供
火災・落雷・水もれ等の災害補償
備考

○※2
○※1 ※2
※1 保証修理は累積15万円まで15万円以上は有償となります
※2 盗難・全損は交換となります（免責金5,000円/税込）。 交換品の提供で破損盗難補償は終了となります。

狭額縁を採用し13型同等本体
サイズに14型相当の大きめ液
晶を搭載、USB Power
Delivery対応 + 長時間バッ
テリー駆動場所を選ばずクリエ
イティブ作業を可能にするノー
トパソコンです。14型液晶、本
体重量約 1.09kg。

