
2020年度十文字学園女子大学新入生の皆様へ

十文字学園生活協同組合
TEL048-489-1277
FAX.048-489-1276

大学生のことを一番知っている
大学生協がご提案する4年間
安心して使えるパソコンです

必ず保護者の方と一緒にご覧下さい重要

1 安心の4年間の保証

2 初心者も安心！無料講習会

3 安心の学内窓口サポート

申込期間

4月17日（金）

まで

WEBサイトからお申込みができます

https://okaimono.univ.coop/jumonji/

台数
限定
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就職活動にも不可欠です

就職情報サイトへの登録から、説明会への申し込

み、志望企業とのコミュニケーション、Webテ

ストなど、就職活動でもパソコンは重要。選考の

段階で自作のパワーポイントによるプレゼンを課

す企業もあります。

大学ではパソコンを使う場面が多くなります。調

べ物やレポート作成などで長時間パソコンを占有

することも増えますので、ご家族内の共有では不

都合が生じてきます。ですから、大学生には自分

専用のパソコンが必要です。

大学生になったら、自分専用の
「マイパソコン」が必要です

レポート、プレゼン、卒業論文、
あらゆるシーンでは必須です

講義で出題されるレポートもWordで作成が圧倒

的。情報収集から実際の文書作成まで、レポート

提出にパソコンは必須。また、実験などのデータ

集計や加工、論文作成、プレゼンテーション（発

表）など、パソコンはあらゆるシーンで必要なツ

ールです。

大学生活では「マイパソコン」が大活躍

大学に入学したらさまざまな教材が必要になりますが、最も重要なものの一つがパソコンです。

いまや日常生活にパソコンが必要である以上に、大学生活にパソコンは必需品です。さまざまな

シーンでキャンパスライフをサポートします。

プライベートでも、
大学生活を豊かにしてくれます

iTunesで音楽をダウンロードしたり ,YouTube

で、動画を見たり、ブログの更新をするなど毎日

の生活でもパソコンがあることで世界が広がりま

す。

大学生に
ふさわしい
パソコン
とは？

勉学研究生活に必要かつ十分な
性能・機能・ソフトを兼ね備えたパ
ソコンである

安価なパソコンも市場で販売されていますが、

必要なソフトが入っているかどうか、データ

の処理能力やハードディスクの容量が勉学研

究に耐えられるか、十分な保証が備わってい

るかどうか等をチェックする必要があります。



私たちはこんなふうに使っています
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便利すぎる「マイパソコン」
人間発達心理学科 江森 香澄さん

生協でパソコンを購入すると
学校でセットアップ講習会が
あり、１から教えてくれます。
４年間のメーカー保証もあり
安心して使えます！また、発
達心理学科はレポートが多く、
大学のパソコン室が混んでい
て使えない時にマイパソコン
を持っていて良かったなあと
感じました。リュックにも入
るので持ち運びにも便利です。

大学では課題だけではなく履
修登録もパソコンからやるの
で、マイパソコンはとても便
利です！生協で購入すると、
セットアップ講習会に参加す
ることも出来、初心者でも安
心です！サポートも手厚く、
年1回の愛情点検や4年間の
メーカー保証もあります。リ
ュックに入るので、持ち運び
に便利です！

4年間保証で安心
メディアコミュニケーション学科
竹内琴香さん

パソコンのスキル習得ははじめが肝心です。

初期のセットアップやソフトのインストー

ルは誰でも不安ですし面倒に感じるもので

す。講習会やサービス等もパソコン本体と

合わせて検討しましょう。

毎日使うパソコンですから故障やトラブル

が発生することもあります。4年間安心し

て使うために長期保証が備わっているか確

認してください。また近くに気軽に相談す

る環境があるかどうか確認しましょう。

トラブル時のサポートが
しっかり備わった
パソコンである

初心者でも（パソコンに自信
がなくても）安心して使い始
められるパソコンである

12/26（木）・3/7（土）
大学生活スタートセミナーで
先輩から話を聞こう！
大学生活スター
トセミナーでは
先輩達が普段ど
んな風にパソコ
ンを利用してい
るのか聞くこと
ができます！是
非ご来場くださ
い。

パソコンは主にレポートで
使っています。生協のパソ
コンは初めのセットアップ
講習会や年に1度の無料点
検、壊れてしまった場合の
サポートが充実しているの
で安心です。本体が薄くて
軽いので持ち運びにも便利
です。

購入後も年に1度愛情点検
健康栄養学科 関根 鈴花さん
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2020年生協オリジナルモデル

富士通 FMVU8D3WD1
大学生協オリジナルモデル

台数
限定

商品の詳細は同封のチラシをご覧ください

十文字学園生協では、2020年度オリジナルパソコンとして十文字学園女子大生に

最適な機能やスペックを備えたモデルを厳選してご提供します。

高解像度13.3液晶

細かい文字もはっきり表示Ｗｅｂペ

ージの閲覧もレポート作成も快適

タッチパネル搭載

タッチ操作でインターネットや写真

の拡大・縮小も快適

コンパクト＆長時間駆動

駆動時間約15.5時間、重量約934ｇ

で持ち運びもＯＫ

CPU Intel 第8世代 Core i7-8565U

メインメモリ 8GB(空なし)

大容量記憶装置 SSD 256GB

バッテリ駆動時間 約15.5時間

USBポート
USB3.0(Type-A) x2
USB3.1(Type-C) x2

液晶サイズ解像度
13.3型ワイド / 1920×1080
タッチパネル機能有（ノングレS液晶）

プロジェクタへの
接続ポート

HDMIx1 HDMI-VGA変換
ケーブル同梱

通信1 有線LAN
1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T

通信2 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n

プロジェクタへの
接続ポート

HDMIx1 HDMI-VGA変換
ケーブル同梱

本体重量 934ｇ

OS Windows10 Home

搭載ソフトウェアに
ついて

トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド4年版

ATOK for Windows2017

※Microsoft Officeはインストールされていません。
Officeは入学後大学から無償で提供されるOffice最新版をダウンロードすることで無料で
使用できます。(在学中のみ利用可能）



大学生協のオリジナルパソコンには、数多くのソフトウェアがあらかじめ搭載されています。

学生支援
ポータル 大学生に有益な「使える」ソフトを集約

セキュリティソフト

高信頼のソフトが4年間更新費用なしで続けて使える総合セキュリティソフト

ウイルス対策にとどまらず、さまざまな脅威に対する信頼性の高い総
合セキュリティソフト、ウイルスバスタークラウド キャンパスOEM版をあ
らかじめインストール。市販のセキュリティソフトは、購入後1年あるい
は3年で有料の契約更新が必要ですが、4年間更新費用をかけること
なく、セキュリティが確保された環境で卒業までパソコンを安心してお使
いいただけます。

■電子書籍

幅広いラインアップの
電子書籍がいつでも購入できる

大学生協の電子書籍サイトにアクセスし、専門書、文芸書、ビジネス書、雑

誌などを網羅した、580社 約7万点の品揃えの中からダウンロードで電子

書籍を購入することができます。パソコンはもちろん、タブレットやスマートフ

ォンにも対応しています。

【VarsityWave eBooks 専門書学習ビューア（大学生協プリインストール版）】

■就職活動情報

入学時から始める就職への
基礎体力づくり

1年生の時から、就活を見据えた情報収集やスキルアップなど、“基礎体

力”づくりが重要。日経新聞の読み方、就活情報サイトの活用、ビジネス用

語など、社会人になってからも役立つコンテンツが満載です。

【日経BP社 就職活動応援コンテンツ】

■英語学習コンテンツ

試験対策から専門英語まで
役立つコンテンツを満載

大学や企業で活用される“TOEIC”、留学に必須の“TOEFL”、英語検定の

定番である“英検”は、三大英語資格試験と呼ばれ、さまざまなシーンで英

語力を測る物差しとなります。それぞれの試験の公式ガイド、公式サンプル

テストをはじめ、英会話や理系英語まで、必ず役立つコンテンツが満載です。

【わかる！英語資格試験ガイド・キャンパスイングリッシュ】

【大学生の英語スタートダッシュソフト】

■マイクロソフトOffice 活用

どんどんパソコンを操作して
楽しくマスター

自分でやらなければ実践的なパソコンスキルは身に付きません。しかし、わ

ずらわしい参考書での勉強はかえって大変。ナレローは、実際のマイクロソ

フトOfficeを操作して学習します。ゲーム感覚で、短時間でみるみる上達で

きます。学生生活はもちろん、就職してからも役立つスキルが満載。

【ナレロー成績上々Office２０１６大学生協版】

【ナレローWindows10マスター大学生協版】

■知っておくべき情報倫理

IT ツールやメディアを
安全に使うために

スマートフォンなどのツールやFacebook、Twitterといったメディアを安全に

使いこなす上で重要となる情報倫理をビデオでわかりやすくご紹介します。

個人情報の管理やワンクリック詐欺などから身を守る方法など、大学生が

知っておくべき情報モラルやマナーが幅広く収録されています。

【大学ICT推進協議会 情報倫理デジタルビデオ小品集5】

大学生協のパソコンは「ここ」が違います
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機能充実のおすすめプリンタ
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EP-882AW

見やすい４.３型液晶

アイコンやボタンをタッチして操作、

画面も大きく軽快に使用できます

インターフェイス USB2.0

付属品 6色 独立インクカートリッジ

コピー解像度 5760×1440dpi

拡大縮小 25～400％（1％刻みで設定可能）

プリンタ解像度 5,760x1,440dpi

速度 約50秒（A4・写真用紙<光沢>）

対応メモリーカード メモリカード USBメモリ 対応

ネットワーク等 無線LAN IEEE802.11b/g/n対応

省スペース・コンパクト

コンパクトボディに無線ＬＡＮを搭

載。身近な場所に置けて離れた場

所からもプリントできます。

●すっきりしたカジュアルデザイン

●W350×D25×H255（㎜）※外寸

●アダプタやマウスも収納可能

●型崩れしにくい素材を使用

●ＰＣを持ち運びする方には特にお勧めです！

IN-ＣＡ１３ＮＶサンワサプライ

パソコンを守るインナーバッグ

※パソコンのオプションとして販売
※単品での販売を行っておりません ￥1,900 (税込）

プリンタ スキャン

両面印刷 メモリカー

ドプリント
背景除去

カラー
コピー

※パソコンとセットでの販売
のみです。単品での販売を
行っておりません



選べるパソコンセット
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セット
パソコン本体のみ

プリンターはす
でに持っている
という方向け

Ａ

Ａセット

￥172,400 (税込）

メーカー
４年保証

動産保証
4年間

セキュリティ
対策ソフト
４年間

1年間
無料電話
サポート

点検会

セット
パソコン本体と
プリンタのセット

お得なプリンタ
セットです

Ｂ

Ｂセット

￥192,400 (税込）

メーカー
４年保証

動産保証
4年間

セキュリティ
対策ソフト
４年間

1年間
無料電話
サポート

点検会

+

オプション

おすすめ
インナーバッグ ￥1,900 (税込）

破損・液晶割れからパソコンを
守ります。持ち運びの時や使わ
ない時は必ずケースに入れてお
きましょう。

サンワサプライ
ＩＮ－ＣＡ１３ＮＶ

※パソコンのオプションとして販売

※単品での販売は行っておりません。
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日 程
【1】4月11日（土）①13：30～ ②15：30～（予定）
【2】4月18日（土）③13：30～ ④15：30～（予定）
【3】4月25日（土）⑤13：30～ ⑥15：30～（予定）

会 場 十文字学園女子大学7号館 カフェテリア
（各日人数制限があります 完全予約制）

内 容 パソコン初期設定/ウイルスソフトインストール/学内ネットワーク
接続方法/その他 講習時間は約1時間半予定

パソコンの初期設定・ウイルス対策ソフトのインストー
ル・学内無線ＬＡＮへのアクセス方法など大学生活のパソ
コンの第１歩をお教えします。

この講習会に参加することで「買った
けどそのまま」や「買ったけどよくわ
からない」などが防げ、安心してスタ
ートできます。

無料セットアップ講習会

すぐに安心して使い始められるように専門スタッフが設置いたします。

提携先のスタッフがご自宅にお伺いし、パソコン、プ

リンタ、インターネット接続の初期設定をいたします。

女性スタッフご希望の場合ご相談ください

（別紙申込書有）

有料訪問設置サービス

万全の保証とサポート

私は生協で初めて自分のパ
ソコンを購入しました。画面をタ
ップして使えるので、スマートフ
ォンと同じ感覚で簡単に使うこと
が出来ました。
課題のレポートを作るときには、
いつも使っています。講習会で
は、講師の方が初期設定を丁
寧に教えてくださいました。
困った時は電話をすれば対応し
てくださるので安心して使うこと
が出来ると思います。

初期設定も安心

メディアコミュニケーション学科 鈴木美彩季さん

￥26,000 (税込）

2019年の講習会の様子



保護者の
皆様へ

パソコンの扱いに慣れていない新入生にとって、安心は大きなポイント。自然故障でも、自分の不注意による
故障でも、4年間の保証がパソコンライフを守ってくれます。故障などのトラブルの際には、すぐに店舗スタッ
フに相談できることも心強いです。

4年間ずっと安心して使える
大学生協だけの充実した保証

4年間の安心をお約束

大学生協ならではのきめ細やかなサービス体制

自然故障に対応する長期メーカー保証

パソコンは精密な部品がたくさん
集約されてできている製品です。で
すから、正しい使い方をしていても、
どうしても故障してしまうことがあり
ます。この自然故障に対する修理を
カバーするのがメーカー保証ですが、
ほとんどのケースが1年間の保証
期間。そこで大学生協では、入学時
に購入したパソコンを卒業まで安心
して使えるように、メーカー保証を4

年間に延長しています。

不注意による故障などをカバーできる
安心の保証

ユーザーの不注意による故障にはメ

ーカー保証は適用されませんが、大

学生協オリジナルパソコンには、

5,000円の自己負担金で修理が受け

られる動産保証が含まれます。修理

が難しい全損扱いの場合は、再購入

のための補助もあります。※1

トラブルの程度に

もよりますが、通常

パソコンの修理に

はある程度の日数

が必要です。

セットアップ方法や使い方を親身にご指導

大学生協では、キャンパス内にある店

舗で修理などの受付を行っており、講義

の合間のちょっとした時間にも立ち寄っ

ていただくことができます。修理対応だ

けでなく、普段のパソコン利用での操作

方法や設定方法など、分からないことや

困ったことも、気軽にご相談ください。

※1 保証内容や自己負担金は、メーカーや大学によって異なる場合があります。また、補償金額は上限がありますので、保証規定をよくご確認ください。動産保証は、地震

や水害などの自然災害には適用されません。

※2 代替機は購入された機種と異なる場合があります。また、台数には限りがあります。大学によって貸し出し条件が異なります。

身近なキャンパス内に
サポート窓口があって安心

大学生協では、キャンパス内にある

店舗で修理などの受付を行っており、

講義の合間のちょっとした時間にも立

ち寄っていただくことができます。修理

対応だけでなく、普段のパソコン利用で

の操作方法や設定方法など、分からな

いことや困ったことも、気軽にご相談く

ださい。

夜間利用可能な電話サポートを
1年間無料でご提供
大学生協の店舗が営業していない夜間や休日でもご相談いただけるよう、無料

の電話サポートを1年間ご提供しています。設定から普段の使用法、トラブル対応

まで、パソコン操作に精通したオペレーターが分かりやすくお答えします。

●対応期間 2019年12月1日～2021年2月29日まで
●受付時間 10:00~23:00（年末年始を含め土・日・祝日もご利用可能）

皆さんのすぐ近くに相談できるスタッフがいることも大学生協の大き

な特長です。

お問い合わせ内容 サポート対応

インター
ネット接続

無線でインターネットに接続したいのですが出来ませ
ん。

パソコン側の環境・設定には問題がないことを確認。
無線ルーターのSSIDを選択していただくことで正常に接続が出
来ました。

購入したパソコンをインターネットに接続したいのです
が何を準備すれば良いか。

ご自宅のインターネット環境と接続タイプ（無線）を確認し、無線
の親機ご準備についてご案内いたしました。

Microsoft

アカウント

作成時に存在しないメールアドレスを入力してしまい
ました。

新しくアカウントを取得して頂くようご案内いたしました。

プリンタ
プリンタとWi-Fi接続できない プリンタから無線ルーターに接続する手順をご案内いたしました。

その間パソコンが使えないと、レポートが書けないといった困ったこ

とが起きてしまいます。ですので、大学生協では修理期間中でもパ

ソコンをお使いいただけるよう、代替機の貸出しを4年間無料で行っ

ています。

修理期間中は無料で代替機のお貸し出しが可能
※2

貸出

修理

8
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♪録音機能で自分の演奏をチェック ♪調律不要

♪音量の調節が可能 ♪ 夜間はヘッドホンで練習OK

♪グランドピアノに迫る弾き心地

♪グランドピアノのゆたかで美しい響きを追及

♪指先になじむ象牙調鍵盤

電子ピアノ

幼児教育学科

布川彩紀

• スタンドペダル一体型

• スライド式鍵盤カバー

イス・ヘッドホン
プレゼント

1本ペダル付
ヘッドホン
プレゼント

PX-770BK ブラックウッド調

PX-770BN オークウッド調

PX-770WE ホワイトウッド調

幅1391×奥行299×高さ798mm

重量31.5kg

幅1322×奥行293×高さ141mm

重量11.1kg

CDP-S150BK

46,750円(税込）

65,940円(税込）

幼児教育学科は、ピアノが必修です！

学校のピアノは予約をすれは使えますが、
授業の前後やピアノの試験前は使いたい
人が多いため、なかなか予約が取れませ
ん。ですが、家に電子ピアノがあれば、授
業後やバイトの後、土日などいつでも練習
ができます！付属のヘッドホンを使えば、
周囲に迷惑をかけることなく練習できるの
でひとり暮らしを考えている人にもオススメ
です！

同封の申込書にご記入いただきFAXまたはご来店の上お申し込みください
FAX048-489-1276

在学中はもちろん就職してからも夜間の練習が出来大変便利です。

鍵盤の重量感もピアノに近づけています。

幼児教育
児童教育

学科の方向け



26,000円（税込）

電子辞書

教科書販売のご案内

生協組合員証をご提示いただくと生協取扱教科書、参考書が10％引でご購入いただけます。
また教科書以外の文芸書、文庫、雑誌を通常店舗でご購入の際も10％引になります。
お支払いは現金、図書カード、suica、ご本人名義のクレジットカードがご利用になれます。

高校までは一括購入でしたが大学では「どの教科書を買うか」は「その講義を履修するか」

によって決まります。先生の指示を確認の上ご購入ください。「間違えて買ってしまった」
「やっぱり履修しないことにした」等の理由による返品、交換は一切出来ませんのでご注意
ください。
販売期間は一部を除き４月３０日までです。

生協加入で10％割引で購入できます。

教科書の買い方は？

特徴１：語彙数が多い 高校モデルの約2.5倍以上

特徴２：大学生向けコンテンツ充実

CASIO 電子辞書
授業・英語学習・就職活動までバックアップ

10

AZ-SR9800

新和英大辞典 第五版

高度な英語学習をサポート！ 英語強化コ ン テ ン ツ

新英和大辞典

第六版

オックスフォード
類語辞典（第2版）

ロングマン
現代英英辞典 6訂版

オックスフォード

新英英辞典 第2版



お申し込み方法

A. インターネットでお申込み

C. ご来店いただいてお申込み

同封の申込書にご記入の上、
FAXしてください。

FAX 048-489-1276

B. FAXでお申込み

十文字学園生協へご来店の上
お申し込みください。

ご来店前にお電話で営業時間をご確認ください

申込書をお持ちください

十文字学園生活協同組合 電話：０４８-４８９-１２７７
FAX：０４８-４８９-１２７６

●12月／10：00～13：00 土・日・祝は休業

●1月／8：35～17：00 （土、1/28～31は10：00～13：00）日・祝は休業

●2月／10：00～14：00 土・日・祝は休業

●3月／10：00～14：00 土・日・祝は休業

●4月／8：35～17：00  土/10：00～13：00 日・祝は休業

12/27～1/5、1/17-19、1/29～30、2/10は休業

お支払い方法

①クレジットカード（一括）
②代金引換（現金）

代引手数料がかかります

講習会ご参加の方は会場でパソコンを
お渡しする引換証をお届けします。
代金引換の方はその際のお支払となり
ます。

お支払い方法

お支払い方法

①代金引換（現金）
代引手数料がかかります

①現金

②クレジットカード（一括・分割）
カードの名義人の方がご来店ください。

③生協ローン

■予定数量が終了次第締め切らせていただきます。ご了承ください。

■講習会参加の方のパソコンは講習会会場でのお渡しになります。（講習後配送可）

■配送指定日に講習会参加証、パソコン引換証をお送りしますので講習会10日前以前をご指定ください。

■電子ピアノはFAX・ご来店のお申込みです。インターネットではお申込みいただけません。

Httpｓ://okaimono.univ.coop/jumonji/

保護者の方とご一緒にご来店ください。
審査にお時間が掛かりますのでご了承ください。

パソコン、スマートフォンでサイトから
お申し込みください。

オススメ！最も早く
ご入手いただけます

↑生協からの
最新の情報はこちら

12/20よりご注文可能（最短配送日はサイトでご確認
ください。）

生協の営業時間は
こちらよりご確認ください

十文字学園生協ＨＰ

十文字学園生協
新学期商品サイト


