
サービスのご相談・お問い合わせ・お申し込みは、大学の生協店舗までお願いいたします。

通常使用での故障のみならず、落下・破損・水濡などの突発的な事故（物損）
で故障が発生した場合でも修理いただけます。
これらの突発的な事故の場合、メーカー純正の Apple Care + では、
修理毎に自己負担金が発生します。  
本保証制度では免責による自己負担金も無く、
物損事故もカバーされていますので、在学期中、 修理代にかかる負担が
大幅に軽減され、ずっと安心です。

近畿大学生活共同組合 PCサポートセンターClick
〒577-0818 大阪府東大阪市小若江3-6-12
TEL：06-4308-5928     FAX：06-4308-5938

※アップル正規サービスプロバイダである「株式会社Too大阪支社」が、
　修理を提供しております。



第1 条 （契約の成立）
申込者は、表面申込書に記載の内容およびこの規約条項に同意の上で、本規約第4 条に記載の業務（以下、「保
証サービス」とします）を株式会社 Too（以下、「Too」とします）に委託する申込みをし、Too が承諾の通知（登録
証）を申込者宛に発信した時点で、申込者とToo との間で保証サービスに関する委託契約が成立するものとしま
す（以下、申込者とToo との間で成立した当該契約を「本契約」とします）。

第2 条（保証サービス対象機器、保証サービス料金）
1）保証サービスの対象となる機器（以下、「対象機器」とします）は、申込書記載のとおりとします。
2）申込者は保証サービスの対価として申込書に記載の保証サービスの料金（以下、「保証サービス料金」という）
をToo に支払うものとします。

第3 条（再委託）
Too は、保証サービスを Too の指定する第□者に再委託することができるものとし、申込者はそれを予め承諾す
るものとします（以下、Too が保証サービスを再委託した者を「再委託先」とします）。

第4 条（保証サービスの内容）
1）(保証サービス）
保証サービスの内容は、次のとおりとします。ただし、保証サービスは次項に掲げる各プランのうち申込者が還択し
たプランその他本規約に定める規定に従い、日本国内においてのみ実施されるものとします。

記

対象機器の故障の修復を目的としたハードウェアに関する助言、および、故障、破損の修復または同等品への交換
2）(プラン条件）
保証サービスの各プランの内容は次のとおりとします。
1.スタンダードプラン
対象機器の故障の修復を目的としたハードウェアに関する助言、第4 条3項の規定に基づく故障の修復。ただし、
修復が不可能な場合については、保証サービスの適用除外とします。この場合、第 4 条 4 項 2 号の規定に基づく
同等品への交換も行いません。 本規約において、修復が不可能な場合とは、第 4 条3 項 1 号に規定する修理額
が対象機器の購入代金以上になった場合に、修復を不可能と扱うことを意味します。また、故障とは、次項に規定
する破損の有無を間わず対象機器の機能が正常に作動しない状態を意味するものとします。

2.ワイド保証I プラン（以下、「ワイドI」とします）
対象機器の故障の修復を目的としたハードウェアに関する助言、第4 条3 項の規定に基づく故障、破損の修復お
よび修復が不可能な場合における第4 条4 項2 号の規定に基づく同等品への交換。 第6 条1 項 1 号の規定に
かかわらず、水漏れ・落下に起因する故障、破損にも適用するものとします（但し、第6条 1 項 2 号乃至 22 号のい
ずれかに該当する場合を除きます）。本規約において、破損とは、機能への影聾の有無を間わず対象機器に生じた
あらゆる損傷、劣化を意味し、ひび割れ、磨耗、擦り傷、退色等を含みますがこれらに限定されないものとします。ま
た、水漏れとは、故意の場合を除く人為的な事由により対象機器が浸水することを意味します。落下とは、故意の場
合を除く人為的な事由によるものとします。

3.ワイド保証II プラン（以下、「ワイドII」とします）
対象機器の故障の修復を目的としたハードウェアに関する助言、第4 条3 項の規定に基づく故障、破損の修復お
よび修復が不可能な場合における第4 条4 項2 号の規定に基づく同等品への交換。 第6 条1 項 1 号、2 号の規
定にかかわらず水漏れ、火災、落雷に起因する故障、破損にも適用するものとします
（但し、第6 条1 項3 号乃至22 号のいずれかに該当する場合を除きます）。3）(修理限度額等）
保証サービスのうち、対象機器の故障、破損の修復（以下「修理」という）については、下記に定める限度額の範囲
内にて実施するものとします。（以下、修理が実施される限度額を「修理実施限度額」とします）

1.保証サービス開始から1 年間（以下、「1年目」とします）は、172,000円相当の保証サービス開始日から起算し
た修理額の累積額を限度として修理を実施します（以下、各プランにおける修理額の累積を算出する起算日より累
積した修理額の累積額を「修理累積額」とします）。なお、修理額は、実際に発生した修理の内容をToo所定の修
理料金を適用し算出するものとします。 

2.保証サービス開始から 1 年を経過する日の翌日（以下、「1 年経過日」という）から 2 年を経過する日まで（以下
、「2年目」とします）は、163,800円相当の 1 年経過日を起算日として算出した累積修理額を限度として修理を実
施します。

3.保証サービス開始から 2 年を経過する日の翌日（以下、「2 年経過日」という）から 3 年を経過する日まで（以下
、「3年目」とします）は、156,000円相当の 2 年経過日を起算日として算出した累積修理額を限度として修理を実
施します。

4.保証サービス開始から 3 年を経過する日の翌日（以下、「3 年経過日」という）から 4 年を経過する日まで（以下
、「4年目」とします）は、148,600円相当の 3 年経過日を起算日として算出した累積修理額を限度として修理を実
施します。4）（修理実施限度額を超えた修理および交換の場合）

1.修理実施限度額を超えた修理額を要する故障または破損および修理実施限度額に達した以降の故障 または
破損（以下、「限度額超過故障等」という）については、前項に基づき保証サービスの適用除外とします。

2. 前号にかかわらず、ワイドI,ワイドII においては、限度額超過故障等の場合に、申込者が限度額超過故障等の
修理に要する額と修理実施限度額との差額を負担した場合は、Too は、限度額超過故障についても、修理を実施
します。また、ワイド I,ワイド II において対象機器の修復が不可能な場合は、修理実施限度額と修復が不可能な
場合に該当すると Too が認定した時点における対象機器の製品価格
（メーカー希望小売価格）との差額を申込者が負担した場合、同等品との交換を実施します。ただし、
1年目、2年目、3年目、4年目いずれの時点においても、本項の規定による交換を行った場合、本契約は残存期間の
有無にかかわらず直ちに終了するものとします。

第5 条（保証サービスの実施形態および諸条件）
1）Too は、保証サービスを、申込者の要請があった場合に限り、Too の判断において次に定める実施形態にて実
施します。
1.電話による助言
Too が電話により対象機器の故障の修復を目的とした操作説明等の助言を行ないます。
2.センドバック修理
Too が、申込者もしくは Too が指定した業者から対象機器を受け取り、修理実施後、対象機器を Too が指定す
る業者の配送サービスにより申込者まで返却します。第 4 条 4 項 2 号に基づく同等品への交換は本号の規定を
準用するものとします。
2）保証サービスの実施はすべて、Too の営業時間内に限るものとします。

「Too CARE for アカデミック」規約条項

第6 条（適用除外）
1）次に定める事項は、第4 条に定める保証サービスの適用除外とします。
1.水漏れ・落下に起因する故障、破損
2.火災、落雷、地震等天災地変による起因する故障、破損
3.シリアル番号が確認できない対象機器
4.対象機器に記録されたデータ、ソフトウェアの毀損、消失
5.Mac OS やソフトウェア関連のトラブル
6.Boot Camp 関連のトラブル
7.ウィルスに起因する故障、破損
8.Install Disk を含む、購入時同梱品の紛失
9.対象機器へのサードパーティ製品（ハードディスク、メモリなど）の組み込みに起因する故障、破損
10.バッテリーの消耗
11.同時購入及び後から購入した周辺機器（マウス、キーボード、ディスプレイ 、AirMac 等） の故障、破損
12.機能に影聾のない破損（液晶のドット抜け、ひび割れ、磨耗、擦り傷、退色等）
13.Too または再委託先以外の者による修理、オーバーホールを行った対象機器の故障、破損
14.対象機器の改造および改造された対象機器の故障、破損
15.対象機器のオーバーホール
16.対象機器の紛失、盗難に対する同等品の提供
17.本サービスの登録書記載の使用者以外の者による使用その他の行為に起因する故障、破損
18.センドバック修理において、対象機器をToo またはToo 指定の業者に提供するために要する輸送費等費用
19.使用者の故意または重過失に起因する故障、破損
20.日本国外における使用に起因する故障、破損                                 
21.日本国外からの保証サービスの実施要請、または、日本国外への対象機器の返却
2）Too と申込者と協議の上、Too が前項各号に定める場合においても保証サービスを実施した場合、申込者は所
定の料金を別途負担するものとします。

第7 条（保証サービス料金等の支払い方法）
申込者は、保証サービス料金、前条2 項に基づきToo に支払うべき料金を下記のいずれかの方法によりTooに一
括で支払うものとします。
1）直接Too に支払う方法
2）販売店等Too の指定する業者に支払う方法

第8 条（有効期間）
本契約の有効期間は、登録証に記載のサービス提供開始日を起算日とし、申込書にて申込者が還択した契約期間
を満了するまでとし、この有効期間は延長することはできないものとします。また、期間満了、解除、その他事由を間わ
ず、本契約が終了した場合は、申込者は対象機器につきToo と再び保証サービスに関する契約を締結することは
できないものとします。

第9 条（個人情報の扱い）
Too は、申込者に関する情報で個人情報の保護に関する法律第2 条1 項に定める情報（以下、「個人情報」という
）を法令に従い厳重に取り扱うものとします。ただし、Too は保証サービスを遂行する目的のために個人情報を再委
託先等に開示できるものとし、申込者はこれを予め承諾するものとします。

第10 条（データバックアップおよび免責）
1）対象機器を含む申込者のコンピューター等保証サービスに関わる機器等（以下、「契約機器等」という）に記録
されているデータ（以下、「申込者データ」という）については、申込者がバックアップを実施するものとします。
2）Too または再委託先が保証サービスを遂行するにあたり、契約機器等に記録されているプログラム、申込者デ
ータ等が消失、毀損した場合については、Too または再委託先はその責を負わないものとします。

第 11 条（損害賠償）
Too または再委託先の保証サービス遂行に伴い、申込者または第□者に損害が生じた場合、第
7条の規定に従い申込者が Too に支払った金額を限度とし申込者に生じた損害を賠償するものとします。但し、か
かる損害が申込者の責に帰すべき事由のみにより生じた場合は除くものとします。尚、Too または再委託先の責に
帰することができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を間わず特別の事情から生じた損害、逸失利益
については、賠償責任を負わないものとします。

第12 条（中途解約）
申込者は、本契約を中途解約することができないものとします。

第13 条（契約の解除）
1）申込者およびToo は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、何等の催告なく、直ちに本契
約を解除できるものとします。
1.支払いを停止し、または銀行取引の停止処分を受けたとき
2.第□者より仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
3.破産、民事再生の申し立てを受け、または自らこれらを申し立てたとき
4.一方当事者の責に帰すべき事由により本契約条項の一にでも違反し、相手方が相当期間を定めて行った通知
催告後もその行為が是正されないとき
5.前各号に準ずる重要な事項が生じたとき
2）本契約が前項により解除された場合は、申込者は期限の利益を喪失し追加料金等の保証サービス料金に係わ
る残債務を直ちに現金にてToo に支払うものとします。

第14 条（合意管轄裁判所）
本契約に関する訴訟については、Too の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄
裁判所とします。

第15 条（協議）
本契約に定めのない事項または本契約条項の解釈に疑義を生じた事項については、申込者Too 誠意をもって協
議の上決定するものとします。

第16 条（授権）
Too は本契約の締結行為にあたり、株式会社トゥーサービス＆サポートを代理人とします。



学科指定教材パソコン「Mac Book Air」を安心してご利用いただくための

大学生協の４年間Mac 保証制度
大学生協の「情報学科指定教材パソコン申込書」で購入するパソコンには 4年間のMac 保証制度が付いております。

4年間のMac 保証制度は、近畿大学生協特別商品の為、一般の販売店では取り扱っておりません。

●メーカー保証をプラス３年延長 + 不慮の事故でも在学中の年間限度額保証致します

●メリット

●年間限度額保証について

購入してから 1年間は通常故
障を無償で修理いたします。
※メーカー保証は、落下・破損・
水漏などの修理は本来、有償
となります。

1.専用コールセンター（トラブル時に相談できる専用回線） 
2. 修理までのワンストップサービス（コールセンターから修理サポートをワンストップで受付） 
3. 修理はメーカー公認のエンジ ニアが 対応
　（全員「アップ ル認定 Mac 技術者（ACMT）取得のエンジニアが、質の高い修理を提供致します） 
4. 免責は不要（不慮の事故による故障であっても免責はありません） 
5. 保険会社への確認は不要（保険会社を介さず、修理会社が迅速な修理可能） 
6. 全損の場合でも限度額超過分のお支払いによる同等品との交換が可能（全損=修理ができないと判断された場合に限る）
7. 万が一の場合、代替機の貸し出しが可能（授業をなるべく止めない環境をご提供します） 

自然故障や落下などの破損で起こりうる機械的トラブルが発生した際に、この損害を回復するための費用、修理に要
する費用を補填（カバー）します。ただし、この補填額は上限額が定められ、その金額の範囲内を保証されます。万
一修理費用が修理保証限度額を上回る場合には、加入者に超過分をご負担いただく必要がございます。  
 

●下記の項目には保証は適用できません

・製品のシリアル番号が確認できない対象機器
・対象機器の紛失、盗難に対する同等品の提供
・ウィルスに起因する故障、破損
・対象機器の改造および改造された対象機器の故障、破損
・mac OS やソフトウェア関連のトラブル
・Boot Camp 関連のトラブル
・購入時同梱品の紛失
・対象機器へのサードパーティ製品の組み込みに起因する故障、破損
・バッテリーの消耗（故障は適用）
・同時購入、及び後から購入した周辺機器
・対象機器に記録されたデータ、ソフトウェアの毀損、消失
・対象機器のオーバーホール
・火災、落雷、地震等天災地変による起因する故障、破損
・使用者の故意または重過失に起因する故障、破損
・日本国外からの保証サービスの実施要請、または、日本国外への対象機器の返却
・本サービスの登録書記載の使用者以外の者による使用その他の行為に起因する故障、破損
・機能に影響のない破損（液晶のドット抜け、ひび割れ、磨耗、擦り傷、退色等）
・Too または再委託先以外の者による修理、オーバーホールを行った対象機器の故障、破損

以上の年間限度額を保証致します。 
全損の場合、製品価格から年間限度額残金を引いた金額をお支払いいただく事で、同等品との交換を行います。
※全損とは、修理ができないと判断された場合となります。修理が可能な場合は修理対応とさせていただきますので、ご了承ください。

メーカー保証に準拠する取扱説明書や注意書きに従って正常に使用したにもかか
わらず故障した場合だけでなく、落下・破損・水濡などの突発的な事故 ( 物損 )に起
因し、製品に故障が発生した場合でも修理可能です。これら突発的な事故の場
合、メーカー純正の Apple Care + では、物損事故が最大 2 回までと制約があ
り、自己負担金が発生します 。本保証制度では自己負担金も無く（上限設定有
り）、またそれらの故障もカバーされていますので、在学期中、 修理代にかかる
負担が大幅に軽減され、ずっと安心です。

1 年間のメーカー保証 プラス 3年間の物損付延長保証サービス  

機種

MacBook Air 13インチ(Apple M2) 256GB 8GBメモリ

MacBook Air 13インチ(Apple M2) 256GB 16GBメモリ

1年目

172,000円

2年目

163,800円

3年目

156,000円

4年目

148,600円

近畿大学生活協同組合　PCサポートセンターClick
〒577-0818　大阪府東大阪市小若江3 丁目6 番12 号
お問い合わせTEL.06-4308-5928　FAX.06-4308-5938



Mac ノートパソコンを大学生協でお買い上げの皆様へ

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

皆様が大学生協でご購入されたMacノートパソコンは 【2023年4月1日から2027年3月31日】 まで、
弊社「株式会社Too」が提供しております機材保証制度にご加入いただいております。
ご安心してお使いください。万が一、お困り事や、トラブルがございましたら、下記のサービスをご利用
頂けます。

1. 問い合わせ先コールセンター

弊社では、Mac専用コールセンターを設置しております。お買い上げいただいたMacにトラブルが発
生しお困りの場合は、弊社コールセンターまでご相談ください。

2. 修理のご依頼から返却までの流れ

　コールセンターで解決しない、また、明らかに本体のハードウェア故障の場合は、生協様にお預け
頂く、あるいは弊社に直接お持ち込み・ご送付頂くことで修理を承る事が可能です。

保証期間中は、保証登録証の規定に従い、アップルのApple Certified Macintosh Technician
（ACMT）認定資格を有する修理担当者が問題解決にあたります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社Too 大阪支社

コールセンター専用回線　TEL. 0120-93-5031 
　　月～金　9：30 ～ 18：00（土・日・祝日・弊社指定夏期休暇・年末年始を除く）
お問い合わせ際には、「大学名」と「お名前」、「症状」をお伝えください。

ご登録内容を確認の上、修理に必要な手続きを説明させていただきます。

社Too株式会
障害の切り分け

トラブル発生

学生様

大学生協

修理品配送

修理品配送

修理品お預け

電話サポート電話サポート

※ 弊社修理サービスをご依頼いただく際のご注意点
　①大学生協にて修理をご依頼の際、発生している症状を詳しくご記入ください
　②直接弊社へご郵送頂く場合、下記のURLから修理依頼書をダウンロード、または
　　「学校名・学科名・氏名・住所・電話番号・Eメール・症状」を記入した書面を同梱して頂きます様、
　　お願い申し上げます。
　　『 Too Mac用センドバック修理依頼書 』
　　https://www.too.com/support/apple/pdf/mac_repairorder_osaka.pdf



令和 4年 12月吉日 

ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター4年版」についてのご案内 

 

このたび、指定教材の Mac と同時購入可能な、4 年版のウイルス対策ソフトをご用意しており

ますが、シリアルナンバーを記載したライセンスシートのみのご提供となりまして、メーカー側にて

セットアップについての方法を明記しておりません。 

本件につきましては、以下の URLよりインストール手順をご確認ください。 

（スマートフォン等で下記のQRコードもご利用いただけます） 

 

https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/tmka-17586 

 

お手数をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんが、 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

近畿大学生協ショップ Leaf 

担当：武田 
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