登米市・栗原市周辺のみなさま

地元でていねいに販売会を５００回開催。累積１万台超の実績
電話・FAX 申込みやネットショップでもご購入いただけます

官公庁・学校で使用されていた高耐久性の

ノートパソコン
を再生して販売しています
大企業や官公庁・学校で５年ほど使用の日本品質のパソコンは、量販店タイプとは一線を画す業務仕様で、長く使えます。
あるくの再生パソコンは、東北から集められた機械を仙台市の工場で清掃・製造・検査する「メイドイン東北・宮城」。
新品と変わらず速くて快適に動きます。この販売会は東北の地元で５００回開催され、累積１万台超の実績を重ねてきました。

耐久性の高い丈夫なパソコン

電源を入れればすぐ使えます

再生パソコンは、丈夫で長持ち。一般には出回らない
高価格の業務仕様で高耐久性。

面倒な初期設定はいりません。電源を入れれば、
すぐに使えるように設定済。

ウィンドウズ１０正規版を搭載

安心して選べる４つの価格帯

Windows10 正規版を新たに搭載。ウイルスソフト（使用
料無料）も含まれています。

同じくらいの性能の新品パソコンの 3 分の 1 程度。
上位機種ほど、速くて、安定して動き、長期間保証。

ＳＳＤ、メモリとも 200％強力の最高級機

６９,０００円ノートパソコン
新品高級機に匹敵
驚きのスピードと
高耐久性で
いちばん人気

【メモリ８GB、ＳＳＤ２４０GB、CPU：ｉ５、
２年保証、DVD-CD 再生書込可能】

速くて静かな記憶装置ＳＳＤ搭載

５９,０００円ノートパソコン

【メモリ４GB、ＳＳＤ１２０GB、CPU：ｉ５、
２年保証、DVD-CD 再生書込可能】

ネット動画や DVD を見るなら
【メモリ４GB、ハードディスク３２０GB、CPU：ｉ５、

４９,０００円ノートパソコン １年６ヵ月保証、DVD-CD 再生書込可能】
ワープロ・表計算にご利用なら（※下記の「ＷＰＳオフィス」が必要、上位機種も同様）

【メモリ４GB、ハードディスク１６０GB、CPU：ｉ３、

３９,０００円ノートパソコン １年保証、DVD-CD 再生のみ】

●画面１５.６インチワイド ●年費用のかからないセキュリティ対策ソフト、DVD-CD 再生ソフトつき
●無線 LAN（Wi-Fi）接続可（自分でできる説明書つき） ●AC 電源アダプター、マウス付き

大画面なので
見やすい！
操作しやすい！

・当初のメーカーは NEC、富士通、東芝等、色は黒（まれに銀）ですが、操作と性能は同じなので選択はお任せください。約 38×25×3.5cm/2.4kg
・価格は税別。 メーカー指定は 3,000 円（税別）追加。SSD240GB→480GB へ増強は 5,000 円（税別）追加。
大画面テレビへの投影ケーブルは 5,000 円（税別）追加。テレワーク用ウェブカメラ（マイク付）は 6,000 円（税別）追加。

モバイルタイプは
裏面でご紹介

追加忘れないよう

ワープロ・表計算・プレゼンソフト「ＷＰＳオフィス」 ３,０００円（税別、定価６,２９０円のところ）でセット
マイクロソフト(MS)のワード、エクセルと違って安価な「ＷＰＳオフィス」。使用方法は同じで、MS ワード、エクセルで作成したデータの共有・編集が
問題なくできるジェネリック開発品。（互換ソフトで７年連続売上本数 No.1） ※MS オフィスは 28,000 円で可（パソコン本体には含まれていません）

テレワーク・オンライン授業用キット １０,０００円（税別）でセット ※形状が写真と異なる場合があります
表情が明るく映るフル HD 高画質ウェブカメラ 雑音を遮断して集中有線ヘッドセット（ヘッドホンと口元マイク）
ビデオ会議のスタンダード「Zoom

会議」ソフトをインストール（入門者向け操作説明書付き）

１０年ダブル保証

無料とりかえ保証

不具合の場合、無償修理か同等機種と交換（期間は上記のように価格ごとに異なります。

（本体価格に含む）

１０年あんしん保証

メーカーの半額（当社料金）で修理か、新しい再生パソコンを半額で提供。自己責任破損も可。

宅配便で送るだけ（販売会持ち込み不可）
詳しくは→ https://aruku.tech

第５３８回 一般向け販売会

※ご予約いただき、２週間で宅配便にてお届けします。

１月１７日（日） ２３日（土） 各１０：３０～１５：３０
※開始 1 時間位が特に混み合います

登米市・登米祝祭劇場（水の里ホール）
登米市迫町佐沼光ヶ丘３０

ＴＥＬ０２２０-２２-０１１１

★新型コロナウイルス感染防止のためにご協力ください
在宅でのネット利用やテレワーク、あるいは「パソコンウイルス」被害を防ぐ目的で、再生パソコンの社会的需要が高まっているなか、
公的施設の許可のもとに販売会を開催しています。万一の感染拡大を防ぐため、下記のご協力をお願いいたします。発熱や体調のすぐれない方のご来場はお控えください。

●出入口での消毒液の利用 ●マスク着用での来場 ●近接の防止（混雑するときは、入室をお待ちいただく場合あり）
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、やむを得ず販売会を中止することがあります。
その場合は、特典付きの通信販売を実施しますので、ホームページをご確認いただくか、電話・メール等でお問い合わせください。

持ち運びに最適、スタイリッシュで高性能のモバイルタイプ。お得感が高く、人気抜群。

６９,０００円 １３.３インチモバイル 富士通・NEC 在庫限り
富士通 LIFEBOOK E734/K（2016 年製）【超美品/在庫限り】 Windows10 Home 64bit／CPU：インテルｉ５（4310
Ｍ 2.7GHz）／メモリ１６ＧＢ／記憶装置ハードディスク３２０ＧＢ／DVD-CD スーパーマルチ／ブルートゥース／約 32
×23×2.5cm/1.7kg／発売時価格 365,000 円／保証期間６ヵ月／バッテリー劣化少なくＡＣ電源なしでの使用可
※NEC VersaPro VK27M/C-M（2015 年製）の同等品もあり。

７９,０００円 １３.３インチモバイル 富士通・NEC 在庫限り
上記の記憶装置をＳＳＤ２４０ＧＢに変更したもの。ＳＳＤ４８０ＧＢは 5,000 円加算。

再生パソコンは、丁寧で精密な工程で、時間をかけて整備されます。
①回収パソコンの性能チェック
国際基準によりデータを消去し、再生可能かどうかを仕分け。
②部品の交換など品質の統一化
部品の性能をチェックし、交換などの整備を行います。これに
より元のメーカーに関わらず、均一な性能のパソコンに再生。
③清潔にパソコンのクリーニング
マイクロソフト認定
審査をパスしたパソコン
再生のプロ企業だけに、
正規 Windows OS が提
供される制度。

安全な薬剤などを使って、清潔にできるだけきれいにクリーニ
ングします。多少のすり傷や変色等はご容赦ください。
④新しいウィンドウズのインストール
マイクロソフト社から正規に提供されたウィンドウズ 10 をインスト
ールします。認定業者だけが可能な作業です。
⑤その他ソフトのインストール

９０％以上の方に
「満足」との
お声をいただきました

「WPS オフィス」等（オプション）をインストール。
⑥チェックリストによる動作チェック
パソコンとソフトが正常に動作するかどうか最終確認。
⑦再生パソコンの保証
万一の故障には、同等の再生パソコンと交換。バッテリーの持
ちは短いので、電源コードでのご利用を原則としてください。

機器に信頼感がある ８６％
価格が安い ７１％

保証期間が長く安心 ６４％
量販店と比較して決めた ４４％
弊社から購入されたお客様へのアンケート調査 2018 年 1-6 月

【再生パソコンの通信販売】当日会場へ来られない方や企業でのご利用に好評！
●下記の購入申込書にご記入し、ファックス、郵送でお申込みください。電話、電子メールでの申込みも歓迎。
●受付後、お礼と確認の連絡を差し上げ、製造開始。おおむね２週間程度でお届けです。
クレジットカード
●お支払いは銀行振込、クレジットカード、代金引換のいずれか。代金引換以外は前金となります。
ＯＫ
【銀行振込】ゆうちょ銀行 記号 18120 番号 37459871 株式会社あるく【カ）アルク】
（他銀行から振込みの場合） ゆうちょ銀行 八一八支店 普通 3745987
ネットショップ
【クレジットカード】お送りするメールに従ってインターネットで入力か、電話でカード番号をお伝えいただく。一括払いのみ。
はこちらから→
【代金引換】宅配便でお届けの際に、現金を支払い。手数料 550 円加算。

株式会社

あるく

マイクロソフト認定 ＭＲＲ

経済産業省

審査をパスしたパソコン再生のプロ
企業だけに、正規 Windows OS が提
供される制度

おもてなし規格認証
質の高いサービス提供を行って
いる事業者として認証される制度

仙台市「環境配慮型
事業所エコにこマイス
ター」・宮城県「ｅ行動
宣言」認定

宮城県公安委員会
古物商許可
第 221000001299 号

〒980-0802 仙台市青葉区二日町 17-27 北四青葉ビル５階 TEL022-395-4912 FAX022-774-1491 https://aruku.info メール info@aruku.info

わたしたちは仙台市「環境配慮事業者」認定企業です 小型電子機器リサイクル推進機構/幹事企業 東北地方の 12 社が、地域の IT 普及と限られた資
源の有効活用を目的に再生パソコンの研究と普及活動を行っています。累積１万台超の実績。環境対策や障がい者雇用、高齢者雇用にも積極的に取り組んでいます。

ネットショップ

https://aruku.shop 再生パソコン事業部 ０２２-３９８-６４２４（土日祝を除く平日１０時〜１７時）

■通信販売用購入申込書（FAX022-774-1491 か電話か郵便かメール）

令和

年

月

日

下記の希望パソコンとお支払い方法と必要なオプションにマルをつけてください。ご記入いただいた個人情報は本契約以外には使用いたしません。
【パソコン】

69,000 円（税込 75,900 円） 59,000 円（税込 64,900 円） 49,000 円（税込 53,900 円） 39,000 円（税込 42,900 円）

モバイル 69,000 円

【オプション】 WPS オフィス、メーカー指定は各 3,300 円。SSD240GB→480GB は 5,500 円。投影ケーブルは 5,500 円。ウェブカメラは 6,600 円。
テレワークセットは 11,000 円。（各税込）

お名前
ご住所（〒

【支払方法】 銀行振込 クレジットカード 代金引換（手数料税込 550 円）

（ふりがな）
）

電話

（ご連絡のつきやすい曜日や時間帯）

ファックス

電子メール

79,000 円

