
https://okaimono.univ.coop/jwu/
W e b サイトからお 申 込 みください

日本女子大学生活協同組合

必ず

保護者
の方と一緒に
ご覧ください。

台数
限定

　　　　　  
パソコン・電子辞書・

電子ピアノ・教科書のご案内

日本女子大学へご入学の皆さまへ

2022 日本女子大学生協

重要
台数限定

在庫なくなり次第
終了となります。
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新入生の皆さん、合格おめでとうございます

パソコンを使って充実した学びを
合格おめでとうございます。これから皆さんは、日本女子大学で高度な専門知識と考える力を身につ

けていきます。大学では、自分で調べ、考え、検証し、意見をまとめて議論することで学修を進めていき
ます。実際に授業では自分の考えをプレゼンテーションする機会が多くあります。そのためにはパソコン
の利用は欠かせません。また、リモート会議や動画教材などの活用が急速に進み、インターネットを介し
た学修方法が多くの授業で取り入れられています。メディアセンターでは、授業だけでなく自習にも利用
できるよう学内のパソコン環境を整備しています。しかし、自宅や学外でもパソコンが必要な場面がとて
も増えています。課題に取り組んだり、リモートで共同作業をしたりするには自分専用のパソコンが必須とも言えます。

しかし、どのようなパソコンを購入すれば良いか迷う人も多いと思います。少しだけポイントを紹介します。パソコンは頻繁に買い替え
るものではありません。短期間に買い替えると、そのたびに環境の整備が必要となります。同じパソコンを毎日使いながら、使いやすい環
境を整備していくことで効率的に学修できるようになり、自然とコンピュータリテラシーも身に付きます。また、昨今の状況からリモート会
議を行いつつプレゼンテーションソフトを同時に使用するなど比較的高い処理能力が求められることが多くなってきました。さらに、自宅
外に持ち出す機会も増えてきたので、軽量でバッテリーの持ちがよいノートパソコンを選びたいところです。これらを総合的に考えて選ぶ
必要があります。大学生協では先輩達の声を参考にしつつ長く使えるパソコンを推奨していると聞きます。参考にしてみると良いと思います。

現代社会で活躍する女性には、自分の考えを上手に発信する力が求められます。ぜひ大学に入学したこの機会にパソコンに習熟し、情
報発信力を高められるように努めてください。きっと将来を拓くスキルのひとつになると思います。

日本女子大学　2021年度メディアセンター所長� 理学部数物科学科　長谷川�治久�教授

大学生活に必需品であるパソコン
　新入生の皆様、合格おめでとうございます。きっと新しい大学生活を迎えるにあたり、
不安ながらも希望に満ちた毎日と思います。ここで大学生活の必需品のパソコンについ
て少し説明させてください。
　日本女子大学ではメディアセンターに最新のパソコンが設置されていて、学生の皆さ
んは自由に利用できます。貸出パソコンもあります。
　またこれらのパソコンを使って情報教育が実施されています。新型コロナウイルス
感染症の影響でオンライン授業が実施されるまでは大学に自分のパソコンを持ち込む必要はありませんでしたが、
2021 年度では在学生が自分のノートパソコンを拡げてオンライン授業を受講したり、授業の課題を友人と議論した
りする光景がキャンパス内で見られるようになりました。2022 年度でも一部の科目がオンライン授業で実施される
可能性があります。
　また自宅でレポートを書いたり、携帯では処理しきれない大量の文書をメールでやり取りしたり、４年生になって
卒業論文を書く場合には、どうしても自分のパソコンが必要になってきます。ご家庭にすでにお持ちのパソコンでも
比較的新しい OS のものであれば、当面の役に立つかもしれませんが、画像データを扱うには能力が高いパソコンが
必要になることもあります。パソコンは急速に進歩しており、新しいものほど効率よく作業できるので、予算が許せ
ば４年間継続使用できる最新のパソコンを購入することが推奨されます。

日本女子大学　日本女子大学生活協同組合理事長� 化学生命科学科　今城�尚志�教授
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パソコンがなければ、大学生活は始まらない
～日本女子大学のパソコン利用環境～

Webシラバス・Web履修登録って何？

取引先との連絡

学会論文 プレゼンテーション

就職活動 プレゼンテーション 企画書・報告書の作成

レポート 内定企業との連絡 レポート 資格取得

履修登録 プレゼンテーション 卒業論文 修士論文 宣材作成

履修登録 レポート 教育実習、インターンシップ プレゼンテーション 資格取得 顧客情報管理

レポート 語学授業 就職活動 レポート 就職活動 経営数値管理

語学授業 サークル活動 資格取得 資格取得 内定企業との連絡 プライベート

オンライン授業 テレワーク・Web 会議

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 大学院生 社会人

Office 365（Word・Excel・PowerPoint・Teamsなど）について
日本女子大学は Microsoft 社と包括ライセンスを締結しています。在学期間中は Microsoft 
Office（Word・Excel・PowerPoint など）を無償でダウンロードし使用できます。
量販店などで販売されているパソコンの多くは Office ソフトが予め入っていますが、

日本女子大生協ではあえて Office ソフトなしモデルにし、

その分より安く・より保証を充実させてご提供いたしております。

ウイルス対策ソフト
について

日本女子大学はトレンドマイクロ社と包括ライセンスを締結しています。その為、在学中はウイルス対策ソフトを無償でダウンロード使用でき
ますので新たにご購入頂く必要はございません。

パソコンはオンライン授業など入学時から大学生活に欠かせないものですが学年を経るごとに更に使用頻度・重要度は増し
ていきます。
忙しくなってからではなく、余裕があるうちにパソコンに慣れておくことをおすすめします。

学部ごとに発行される講義概要のことです。
講義の履修はガイダンスに出席し、講義概要等
を熟読した上で１年間の計画を各自が行います。
日本女子大学では冊子配布の講義概要の他、
ホームページ上の Web シラバスで、すべての
学部科目について講義概要を見ることができま
す。科目名称、教員等のキーワードで検索可能
で、インターネットにつながるパソコンがあれ
ば効率的に履修計画を立てることができます。

その年度に履修する科目を届け出る手続きのことです。
１年間に履修するすべての科目を登録期間中までに登録する必要があり、こ
の手続を完了した科目のみ単位を修得することができます。
日本女子大学では、履修登録方法が「Web 履修登録」となっており、
履修登録はインターネットに接続されたパソコンを使って、期間内に行
うことになります。学内のコンピュータ演習室のパソコンは台数に限り
があり、授業や課題に利用するのが優先となります。
自由に使えるパソコンを持っていれば、空き時間や帰宅後でも履修登録
が行えて便利です。　

シラバスとは 履修登録とは
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正しい使い方をしていても、パソコンはどうしても故障してしまう事があります。
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。
パソコンメーカーが提供する保証期間は通常１年間のみですが、大学生協オ
リジナルパソコンではこれを４年間に延長していますので卒業まで安心して
お使いいただけます！

※メーカー保証対応におけるパソコンの故障個所　グローバルソリューションサービス会社調査

“もしも”の時に安心！

理学部　数物科学科　高野 志歩さん

事例１ 事例２ 事例３
飲み物をパソコンの上に

こぼしてしまった
パソコンを閉じる際に
鉛筆を挟んでしまった

誤って自分の足で
パソコンを踏んでしまった

症状： キーボード操作不良、 
ファンから異音

修理費用：
72,684 円のところ
自己負担金：

5,000 円

症状：液晶ディスプレイ破損
修理費用：
75,924 円のところ
自己負担金：

5,000 円

症状：液晶ディスプレイ破損、基板破損
修理費用：138,564 円のところ
自己負担金：23,564 円
● 購入後２年目にあたり、補

償限度額 120,000 円の事
例です。修理費用が限度額
を超える場合は、その差額
に 5,000 円を加算した額
が自己負担金となります。

生協だから安心の　　 大ポイント

安心ポイント ❶ ４年間のメーカー保証

安心ポイント ❷ 更に４年間の動産保険

不注意による故障などを
カバーできる安心の保険！

キーボードの上に飲み物をこぼしてしまった、閉じる時にペンやイヤ
ホンを挟んでしまった、机から落としてしまった。気をつけているつ
もりでも、不注意でパソコンを故障させてしまうことがあります。こ
のようなうっかり事故による故障・破損や盗難をカバーするのが動産
保険で、5,000 円からの低額な自己負担金で修理が受けられます。
修理ができない場合は、再購入の補助もあります。

！補償額は上限があり、購入以降の年度によって減額されますので、保証規定をよくご確認ください。動産保険は地震や水害などの自然災害には適用されません。

こんな故障でも、
この金額で修理できました

自然故障に対応するメーカー保証を
４年間に延長！

液晶
ディスプレイ

20%

SSD or HDD
14%

メインボード
12%内部

ケーブル
10%

リカバリ
8%

光学ドライブ
7%

設定変更で改善
6%

その他
23%

６

持ち運ぶ事の多いノートパソコンだからこそ保証付き

家政学部　家政経済学科　近藤 美穂 さん

大学ではパソコンを使う授業や課題が多く、大学生活において必需品です。
その為、私もよくパソコンを持ち歩いて登校していたのですがあるとき満員
電車でパソコンの画面が割れてしまった事がありました。
慌てて生協の窓口へ持っていったところ迅速に修理の手
配をして頂きとても助かりました。また通常のメーカー保
証でしたら約７万円の修理料金が掛かっていた事もお店
で聞いてとても驚きました。※実際には動産保険に入って
いたので５千円で修理できました。
４年間使う事を考えると生協でパソコンを買っていて本
当に良かったと思います。

大学生活においてパソコンは重要な
アイテムですが、持ち歩く機会が多
く購入前は故障に対する不安もあり
ました。
そんな中、生協のパソコンは４年間
のメーカー保証が付いていたので購
入を決意！パソコンの調子が悪い時
等すぐに相談できる窓口もあるので
安心して毎日持ち歩いています。
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生協だから安心の　　 大ポイント

安心ポイント ❺ 無料電話サポート

安心ポイント ❻ 初心者でも安心のセットアップテキスト・動画

安心ポイント ❸ 学内修理サポート対応

身近なキャンパス内に
サポート窓口があって安心

修理期間中に代替機を
無料で貸し出し

メーカー共同作成のセットアップ
テキストを同梱

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わかりやすくお答えします。

●対応期間
 　商品ご到着から
　2023 年２月 28 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）

修理期間中にパソコンが必要な方のために、代替機の無
料貸し出しを行っています。パソコンの修理にはある程
度の日数が必要ですが、レポートの提出期限は待っては
くれませんので、パソコンが不可欠な大学生には嬉しい
サービスと好評。購入後４年間ご利用いただけます。
※ 代替機は購入された機種とは異なる場合があり、台数には限りがあります。

初めて自分用のパソコンを持つ、新入生・保護者の方の不安を
取り除くため、オリジナルのセットアップテキストと動画を用
意しております。箱を開け、最初に電源を入れて起動するとこ
ろから初期設定を行なっていきます。

安心ポイント ❹ 修理時 代替 PC 無料貸し出し

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、わか
らないことや困ったことも、気軽にご相談ください。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。

夜間利用可能な
電話サポートを
１年間無料で
ご提供

代替機があるのでレポートの時期でも安心して修理へ

家政学部　児童学科　田中 里奈さん

私は先日、オンライン授業中に飲み物をこぼしてしまい、パ
ソコンの電源が入らなくなってしまいました。課題提出期限
も迫っていたので慌てて生協へ連絡したのですが、修理には
2 週間程時間が掛かると言われ頭が真っ白
になった記憶があります。ですが生協の方
がすぐに代替機を手配してくれたお陰で修
理期間中もパソコンを使用する事ができ、
無事に課題提出をすることができました。
もしもの時を考えると生協のパソコンはと
てもオススメできます。

困った時にお世話になってます

理学部　数物科学科　南　柚香さん

キャンパス内に生協のお店があり、その中にパソコンについ
て相談ができる窓口が設けられています。キャンパス内なの
で少しでもおかしいな？と思ったらすぐに相談に行けるのも
生協パソコンのいいところです。
以前学内のネットが突然繋がらなくなって
しまった時、休み時間に生協へ持っていっ
たらすぐに原因を調べて接続方法を教えて
もらい次の授業時間前までに解決する事が
できました。今でも困った時にはよくお世
話になっています。（笑）

※画像は昨年のものです
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PCプレミアムサポートパック

有償修理の多くは液晶割れです。
プレミアムサポート加入で自己負担金
の5,000円（年一回上限）も免除にな
りますので、４年間安心してお使いい
ただけます。

PCプレミアムサポートパックとは？

PCプレミアムサポートパック加入者特典

学生の皆さんの金銭的・時間的・精神的な負担を減らし、４年間安心してパ
ソコンを使っていただくために用意した日本女子大学生協オリジナルのサ
ポートです。
「画面が映らなくなった」「電源がつかなくなった」といった機械的な故障や
破損は、生協パソコンに付帯されているメーカー保証・動産保証で修理する
ことができます。しかし、「意図せず入れてしまった迷惑ソフトや詐欺ソフ
トの消し方がわからない」「設定が元に戻せない」「インターネットに接続で
きなくなった」などのトラブルは、自分で調べて対処したり、専門のパソコン業者に有料で解決してもらったり、手
間がかかります。使用頻度や持ち運びが増えるほどパソコントラブルも発生しやすいので、いざという時のために生
協パソコン本体と合わせてお申し込みください。

さらに安心！　４年間どんなトラブルも何度でもサポート！

ソフトウェアのトラブルや周辺機器、学内ネットワー
クの設定などのトラブル対応や設定対応を生協店舗や
メールにて行います。

メーカー保証・動産保証の対象と
ならないトラブル対応・サポートを
生協のサポートデスクが担います！

液晶破損や水濡れなどの自損時の修理に動産保障を利
用した際に発生する自己負担金5,000円の負担がな
くなります。

自損故障の免責金（5，000円）を
生協が負担します！
（年１回まで）

通常、技術的なサポートは有料ですが（右記参照）、
加入者は４年間何度でも無料でサポートが受けられま
す。

卒業までの４年間のトラブル対応、
サポート、問い合わせ相談は
何度受けても無料です！

うっかり充電を忘れてしまっても大丈夫。モバイル
バッテリーを貸し出しいたします。
※�台数に限りがありますため、ご希望にそえない場合がござ
います。

突然電池が切れても大丈夫。
モバイルバッテリー&ヘッドセット
貸し出しサービス！

2016年度～2021年度

修理受付実績

10%

有償修理事故
内容内訳

は

液晶破損
55%水漏れ

23%

その他
22%

半分以上
液晶修理！
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生協組合員価格

円
税込

※上記料金は、生協の通常サポート・修理料金です。

●生協の 年間安心パソコンセットご購入者限定のオプションサービスです。
●消耗品の交換など、商品代が発生する場合は別途費用がかかります。
●ソフトの違法コピーなどには対応いたしません。

サポートパック加入者なら在学中すべて無料！

サポート内容の具体例

パソコンが
起動しない

リカバリ
初期設定など

円～

購入した
ソフトの入れ方が
わからない

ソフトウェア
インストール

ソフト 本あたり
円

変なソフトが
入ってしまった

ソフトウェア
アンインストール

円～

オンライン授業中の
急な

トラブルに！

バッテリー・
ヘッドセットを

ご購入

液晶を割ってしまい
動産保険を
利用したい

動産保障
修理

修理代無料だが、
免責金

円発生

対応・修理 対応・修理

動作
トラブル

セットアップ
サービス

ウイルス
駆除

モバイルバッテリー
&

ヘッドセット貸し出し
パソコン修理

対応・修理 対応・修理 対応・修理

11,000

各　　　  円～

それでは次のページから日本女子大学生協の
オススメパソコンをご紹介いたします！

量販店・ネット通販 ４年間安心パソコン
メーカー保証 １年間 ４年間

１年間
学内の生協店舗
電話・メール

無料貸出
保証対応※破損、水濡れ故障 全額自費修理

修理中代替機 なし
無料電話サポート なし

修理窓口 購入店

量販店で販売されているパソコンとの違いを教えてください。Q
日本女子大学生協の４年間安心パソコンの代表的な特長をいくつかご紹介いたします。A

※ 機種によって保証制度が異なります。詳しくは各商品ページをご覧ください。
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2022年 生協オリジナルパソコン

ＯＳ

Windows® 11
Home

CPU

インテル
第11世代
Core i5

メモリ・SSＤ

8GB
（増設不可）
SSD 256GB

ディスプレイ

13.3型
タッチパネル

搭載

インターフェイス
ＵＳＢ
3.2×2

TypeC×2
HDMI

重量

約914g

バッテリー駆動時間

最大
約16.5時間

WEBカメラ

あり

台数限定Windows
PC

動産保証
4年間

あえて！
Officeなし

メーカー
4年保証

修理中代替機
貸し出し

サービス付

1年間
無料電話
サポート

大きく見やすい画面＆持ち運びにすぐれた設計で、学習・プライベート利用ともに快適なPCライフをご提案します。

● 細かな文字もはっきり見えるので
Webページ閲覧や表計算も快適

タッチパネル搭載の13.3型液晶

タッチパネル搭載で操作もラクラク

● 重量約914gなので持ち運びが断然
ラクラク！

● 駆動時間約16.5時
間で外出時も安心

コンパクトなのに長時間駆動

● 第11世代CPU 
　 Core i5搭載なのでオンライン授業

も快適

最新スペック搭載

● パソコン本体の部品の検査から組立
まで日本国内で実施なので安心＆高
品質！

安心のメイドインジャパン

● オンライン授業・Web会議などいつで
もシャッターを制御することができるの
で、プライバシーを効果的に守り
ます。

プライバシーシャッター搭載

※詳細な仕様は同封のメーカーチラシをご覧下さい。

日本女子大生はMicrosoft Officeの購入は不要です。詳しくは3ページをご覧ください

FMVU9F3WD1 （白）
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日本女子大学生協では、2022年度生協オリジナルパソコンとして日本女子大生に
最適な機能や４年間安心して使えるモデルを厳選してご提供します。

A
セット

プリンターは
すでに持っている

という方向け

パソコン本体のみ

B
セット

お得なプリンター
セットです

パソコン本体と
プリンターのセット

￥176,800（税込）

￥207,500（税込）

＋

動産保証
4年間

動産保証
4年間

メーカー
4年保証

メーカー
4年保証

修理中代替機
貸し出し

サービス付

修理中代替機
貸し出し

サービス付

1年間
無料電話
サポート

1年間
無料電話
サポート

※プリンター詳細は12ページをご覧下さい。

※お申し込み方法はパンフレット裏面をご参照ください。

Aセット

Bセット

あえて！
officeなし

あえて！
officeなし

ウイルス対策ソフトについて   
日本女子大学はトレンドマイクロ社と包括ライセンスを締結しています。その為、在学中はウイ
ルス対策ソフトを無償でダウンロード使用できますので新たにご購入頂く必要はございません。

マイパソコンで学生生活を有意義に
私は大学生協のパソコンのことを生協の保護者説明会の際に知りました。最初はかっこいいパソコンを買おうと思った
のですが心配性の母が４年間安心して使えるようにと生協のパソコンを勧めてきたので相談した上で生協のパソコンを
買いました。それまでパソコンにほとんど触ったこともなかった私にとって生協の色々なサポートしていただける環境
はとても良かったです。
また、大学の授業ではWordやExcelといったオフィスソフトを使った課題が多く出されます。場合によってはレポート
提出日が重なってしまうこともありますが、大学の使えるパソコンの台数は限られているので自分のパソコンを持つこ
とをお勧めします。その際は持ち運びが便利なノートパソコンを持っていることで授業の間の時間など自分のペースで
課題が進められるので非常に便利です。
４年間ほぼ毎日使うパソコンだからこそ、少しでもスペックが高く・軽くて更に壊れた時にも安心できるパソコンを選
ぶことをお勧めします。

理学部　数物科学科　伊藤 夏穂さん
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2022年 生協オススメ Mac

13インチ MacBook Air
MGN93J/A（シルバー）
MGND3J/A（ゴールド）

● 慣れ親しんだiPhone同様のアイコンで操
作ができ、iPhoneとデータ交換や共有、遠
隔操作などができます。

iPhoneやiPadとの連動で
作業効率が上がります。

● 厚さ16.1mm（最大）Appleならではの
独創的でスタイリッシュなデザイン。

薄くてスタイリッシュ

● 2,560×1,600の解像度で画像は細部ま
でリアルに映し出され文字はシャープでク
リア。

13.3インチRetinaディスプレイ

代替パソコン
貸出サービス

メーカー1年
＋生協3年保証

1年間無料
電話サポート

動産保証
4年間

大きく見やすい画面＆持ち運びにすぐれた設計で、学習・プライベート利用ともに快適なPCライフをご提案します。

Mac PC

ＯＳ

mac OS
Monterey

CPU

Apple M1
CPU

メモリ・SSＤ

8GB（増設不可）
SSD 256GB

ディスプレイ

13.3バックライト
Retinaディスプレイ

2,560 x 1,600

インターフェイス

Thunderbolt3
（USB-C）×2

重量

1.29kg

バッテリー駆動時間

最大約15時間

WEBカメラ

●  新規格プロセッサー「M1」を搭載したこ
とで、オンライン授業やオフィスソフトの
使用が断然快適になりました！

Apple独自規格「M1」チップ搭載

日本女子大生はMicrosoft Officeの購入は不要です。詳しくは3ページをご覧ください

持ち歩くならやっぱり Mac ！

理学部　数物科学科　猪又 みなみ さん

台数限定

Mac は Windows のパソコンに比べて難しそうかな？と思われるかもしれませんが、
iPhone を使っている私にとっては見慣れたアイコンなのでスムーズに操作に慣れる事
ができました。また、私はレポート作成やサークル活動などでパ
ソコンを外でよく使うのですが、授業の合間などちょっとした空
いた時間を有効に使えるので、持ち運べるノートパソコンを買っ
て本当によかったと思います。MacbookAir はとても薄くてバッ
グに入れてもほとんど気にならないのでお勧めです。でも特に嬉
しいのは周りの友達からオシャレだねと言われることです。（笑）

あり
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Macならではの独創的でスタイリッシュなデザイン。
４年保証で安心のMacを希望の方へオススメ!!

C
セット

プリンターは
すでに持っている

という方向け

パソコン本体のみ

D
セット

お得なプリンター
セットです

パソコン本体と
プリンターのセット

￥129,800（税込）

￥160,500（税込）

＋

Cセット

Dセット 

※プリンター詳細は 12ページをご覧下さい

大学生協でご購入の場合 量販店などで購入の場合（別途購入）
QG Care4年 AppleCare+for MacBookAir　23,540円（税込）

保証内容
・１年間のメーカー保証（自然故障に対する保証）
　+３年間（４年目まで）の自然故障を補償
・動産保険（破損・水濡・火災・落雷）

１年+２年の３年間にメーカー保証（自然故障のみ）を延長

破損、水漏れなどの過失事故
自己負担金5,000円（免責・税込）で修理可能 過失や事故による損傷に対する修理などのサービスを、画面

または外部筐体の損傷は１回につき12,900円（税込）、そのほ
かの損傷は１回につき37,100円（税込）のサービス料で最大�
２回まで受けることができます

（年間限度額の残額又は購入金額の低い方まで補償）

故障など障害発生時の相談窓口
店舗窓口：�サービスカウンターにて不具合のご相談や

修理受付を承ります
コールセンター：１年間無料で利用できます

無償電話サポート　3年間利用可能

操作方法や設定方法がわからな
い場合の相談窓口

店舗窓口：サービスカウンターにてご相談を承ります
コールセンター：１年間無料で利用できます 無償電話サポート　3年間利用可能

修理申込み ・�サービスカウンターにて受付・返却を行います
　大学にきたついでに寄れるので便利です

・Apple�Store、Apple正規サービスプロバイダに製品を持ち込み
・Apple指定の宅配業者が引き取り修理
・配送する際に必要なものを、Appleから送り発送など
（Apple社ホームページ記載文章からの引用です）

修理期間中の代替パソコンの貸し出し 無料でご利用いただけます。修理受付時にお申込みください
修理中にパソコンが使えないと困る学生さんに大好評です なし

再購入補助 修理不可能な場合、年間保証限度額超過による全損判
定の場合は再購入補助を受けることができます なし

比べて下さ
い！

大学生協Macの安心の保証・保険
※お申し込み方法はパンフレット裏面をご参照ください。



12

おすすめプリンターのご案内

コストも手間もケタ違いに少なく!!
エコタンク搭載プリンター

※プリンター単体での
　販売はございません。

● 大学生は家でもレポート作成や資料の印刷等で大量
の印刷をします。

　 大学生協特別エコタンク搭載プリンターなら4年間
の印刷枚数を初期同梱インクでカバーできます。

大学生の4年間平均印刷ページ数は
約7,630ページ（※）

※エプソン調べ　大学生活プリンター利用実態調査

大学生活4年間の
インク追加購入の
手間&コストを削減できる！
A4モノクロ文書で約0.4円、A4カラー文書が
約0.9円というケタ違いの低印刷コストモデル。

インク

染料３色

前面

背面

顔料１色
対応インク

印刷コスト A4 文書（注１）

モノクロ カラー モノクロ カラー

印刷スピード A4 文書（注２）

印刷コスト L 判写真（注１）給紙方法 印刷サイズ

カード / 名刺～ A4 対応
インク・用紙合計コスト 

約 5.9 円（税別）

約 0.4 円
（税別）

約 0.9 円
（税別）

約 15.0 ipm 約 8 ipm

約 75 秒
1段 (A4:最大150枚)

ボトルタイプ

４色
ヤドカリ® ハリネズミ®

自動両面プリント
( ハガキ対応）

交換式
メンテナンス
ボックス対応

2.4型液晶
スマホ対応
無線 LAN

印刷スピード L 判写真（注１）

● 従来のエコタンク搭載プリンターか
ら更にスッキリコンパクトボディに！

　 身近な場所に置けて、また無線搭載
なので離れた場所からでもプリント
できます。

狭いスペースにも置ける！
スタイリッシュ・コンパクトボディ

375mm 347mm

187mm

自分用のプリンタがあるととにかく便利　

家政学部　被服学科　神  まゆかさん

大学では課題やレポートなど作らなくてはいけません。授業や課
題によってレポートのボリュームは様々ですが在学中の４年間で
大量のレポートを作成・印刷する必要があ
ります。特にレポート提出の時期はパソコ
ン室のプリンタが混雑していたり１年間で
印刷できる可能枚数が決まっていますので、
自分用のプリンタがあると自分のタイミン
グに合わせて課題印刷ができるのでとても
便利です。

EW-M630W-T
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ルーター　＋　2 年間分の通信料（開通月 +24 ヶ月）



2022年 生協オリジナル電子ピアノ

14

台数限定
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大学生協オリジナル電子辞書のご案内

文学部　英文学科　佐藤 和哉　教授

電子辞書のすすめ

プレゼンテーション・イングリッシュは電子辞書の夢を見るか
新入生のみなさんは、コロナ禍のもとであっても、新しい生活に向け

て希望と不安に胸をふくらませながら準備を進められていることと思い
ます。在学生のみなさんも、成績表配布に不安を感じつつ新しい学年に
向けて準備を整えていらっしゃることと思います。その準備のなかに、
大学での学習・研究のアイテムとして「電子辞書」も加えてください。

本学の 1 年生は、全員、「プレゼンテーション・イングリッシュ」と
いう英語の授業を必修科目として取ることになっています。どの学科で
学ぶ方であっても、本学では英語でプレゼンをする練習をしていただくことになっています。これを聞い
て「英語でプレゼン？（ワクワク ( ＊≧▽≦）)」という方も、「英語でプレゼン？（ぴえん ( ノ _<。)」と
いう方もいらっしゃると思いますが、どちらの方にとっても、電子辞書は強い味方になってくれます。

実は、「自分で英語で何か言う（書く）」ときに重要なのは「英和」の辞書です。…ん？　「和英」じゃないの？
　と思われた方も多いと思いますが、違うんです。そもそも英語で何かを言ったり書いたりするときに、
和英辞書を引かなければ知らない表現っていうのは、そうそう使えるものではありません。もちろん、環
境問題を扱っていて「水素自動車（a hydrogen-fueled car）」とか「地球温暖化（global warming）」
などの技術用語・専門用語は和英を引くしかありません。しかし、「発信」するというのは「自分が知って
いる表現の使いかたが正しいかどうか、英和（または英英）辞書で確かめてから使う」のが、本来あるべ
き姿です。

たとえば、自分のお勧めの観光地をプレゼンするとき、「〜にある」という場所を表す表現として、be 
located / be situated という表現があります。教科書に出てくるこの表現について、locate や situate
を引いてみると、なぜ受身で使うのか、ということが分かります（実際にお買い求めのうえ、やってみて
ください）。

また、多くの電子辞書に搭載されている『英和活用大辞典』は、『英和』という名前が付いていますが、
実は英文作成のうえで絶大な力を発揮する参考書です。日本語でも将棋は「指す」だし、碁は「打つ」ですね。
英語ならどちらも play でしょう。では、例えば、日本語の「飲む」はどんなときでも英語では drink でしょ
うか。coffee や tea は drink でいいのですが、「薬を飲む」や「スープを飲む」は違います。こういう言
葉のつながりを教えてくれる辞書として『活用大辞典』は最適です。

このように、「和英」「英和」、場合によっては「英英」、それに「活用辞典」などが１つのデバイスに入っ
ている、というのは電子辞書の最大の長所です。しかも、それぞれの用途について、複数の辞書が収めら
れていますから、自分にあった 1 冊や先生お勧めの 1 冊がそこにあります。

何となく「ぺらぺら」喋れるのが英語学習の目的ではありません。広く、世界のいろいろな人（今、生
きている人だけでなく、これまで生きてきた多くの人たちも含めて）考えたことを読んだり聞いたりして
それを理解し、それに対して自分の意見を書いたり話したりして理解してもらう、そのためのツールが英
語です。その英語というツールを身につけるためのツールとして、ぜひ、電子辞書を手に取ってみてくだ
さい。

プレゼンテーション・イングリッシュの授業を受けると、電子辞書の夢を見るんです。多分。
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こんなに違う！

さらに
お得！

AZ-SX9800本体に下記追加コンテンツで、さらにお得なプライスに！第二外国語（諸外国語）コンテンツ

第二外国語(諸外国語)ですが、専用パッケージをご購入頂き、Windowsパソコンからのダウンロードになります。尚、Mac及びパソコンをお持ちでない方は、メーカーの専用窓口にて対応
致します。その際は数日お時間を頂きます。

ドイツ語 XS-SS04DL-B フランス語 XS-OH29DL-B スペイン語 XS-HA09DL-B イタリア語 XS-SH25DL-B 中国語 XS-SH24DL-B 韓国語 XS-SH26DL-B

高校 大学と では必要とされる辞書が

3大特典付き3大特典付き

大学生専用モデルならではの

大学生特別斡旋価格大学生特別斡旋価格

在学保証【最長4年間】在学保証【最長4年間】

修 理 代 金 学 割修 理 代 金 学 割

特 典
1

特 典
2

特 典
3

AZ-SX9800
大学生向け電子辞書

英語強化モデル

商品の詳細はこちらへ

本体特別価格 第2外国語
限定セット特別価格

大学生には“大学生の電子辞書”をお勧めします

￥37,000（税込） ￥40,870（税込）

高校で使っていた電子辞書ではカバーしきれない

理学部　数物科学科　藤塚 彩希さん

語学学習の必需品

人間社会学部　心理学科　井上 千尋さん

上級生お薦め電子辞書

私は英語のほかに第二外国語を履修していたので必然的に電子辞
書を使います。特に予習・復習の時には欠かせないものです。調
べるとすぐに単語のほかに熟語が出てきて
効率的に学習をすることができます。また
私は購入して２年目に落としてしまい修理
に出すことがあったのですが、生協へ持ち
込み学割価格で修理をすることができまし
た。保証期間が長い点もあり安心して使え
るのがとてもいいと思います。

私は入学してしばらく高校生の時に買った電子辞書を使用してい
たのですが、第二外国語を学習していてある程度文法を覚えてい
ざ文章を作成しようとした際に単語が分か
らず「語彙力」の少なさに躓くことがあり
ました。そこで大学生モデルの電子辞書に
買い替えたところ今まで不便だったところ
が問題なく使用することができています。
大学で大学生向けの電子辞書を購入する事
をお勧めします。
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家政学部住居学科の学生さんへ

住居学科では、コンピュータデザインが必修となっており上級生になると、設計の課題制作に CAD（製図）
ソフトを利用する方も多くなります。このことは CAD ソフトなどを大学のコンピュータで使用するだけで
なく、講義で出された課題を学内外で制作する機会が数多く存在する事を意味します。
自宅等で課題制作に使用するパソコンは Microsoft の Word、Excel に加え CAD ソフト「AutoCAD」（学
生無償版）が使用できる機種が望ましいです。

※ 上記条件を満たしていてもパソコンのモデルによってはソフトウェアが快適に動作しない場合がございます。その場合には
マシンのスペックを上げて頂くようになります。

※ ソフトウェア動作環境については各メーカーホームページにございます動作環境案内も併せてご参照ください。

〈参考〉CADソフト使用PC推奨スペック表　※2021年12月時点

Windows Mac

OS 64 ビット版
Windows 8.1　Windows 10　Windows 11

Apple® macOS® Big Sur V11
Apple® macOS® Catalina V10.15
Apple® macOS® Mojave V10.14

モデル

基本：Apple Mac Pro® 4.1、MacBook Pro® 5.1、
iMac® 8.1、Mac mini® 3.1、MacBook Air®、
MacBook® 5.1
推奨：メタルグラフィックスエンジンをサポートする
Apple Mac® モデル
M シリーズチップが搭載されている Apple Mac モ
デルは、Rosetta 2 でサポートされます。

CPU 基本：2.5 〜 2.9 GHz のプロセッサ
推奨：3 GHz 以上のプロセッサ

64 ビット Intel CPU
推奨：Intel Core i7 以上

メモリ 基本：8 GB
推奨：16 GB

基本：4 GB
推奨：8 GB 以上

画面解像度

従来型ディスプレイ：True Color 対応 1920 × 1080
高解像度および 4K ディスプレイ：Windows 10、64 ビッ
トシステムでサポートされる最大 3840 × 2160 の解像
度（対応するビデオカードが必要）

基本：1280 × 800 ディスプレイ
高解像度：2880 × 1800、Retina ディスプレイ
付き

ディスプレイ
カード

基本：帯域幅 29 GB/ 秒の 1 GB GPU（DirectX 11 互換）
推奨：帯域幅106 GB/秒の4 GB GPU（DirectX 12互換）

推奨：Mac ネイティブにインストールされたグラ
フィックスカード

ディスク
フォーマット

APFS、APFS（暗号化）、Mac OS 拡張（ジャーナ
リング）、Mac OS 拡張（ジャーナリング、暗号化）

ディスク
空き容量 10.0 GB ダウンロードおよびインストール用に 4 GB のディ

スク空き容量

ポインティング
デバイス マイクロソフト社製マウスまたは互換製品 Apple 互換マウス、Apple 互換トラックパッド、マ

イクロソフト互換マウス

.NET 
Framework .NET Framework バージョン 4.8

日本女子大学生協ではオリジナルパソコンのほかに、下記 CAD ソフトの推奨スペックを満
たすことのできるパソコンも別途お取り寄せ可能です。
機種やスペックのご相談やご質問・お見積等、メールやお電話でも受けつけておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

目白購買部　Tel：03-3945-3601　E-mail：jwu_mejiro@univ.coop
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教科書販売のご案内

教科書ご購入までに生協への加入をお済ませください

教科書販売のご案内

上記の通り、教科書は 10％の割引、その他の教材も組合員価格になっております。入学後、生協店舗をご
利用いただく機会が多いかと思います。まだ加入手続きをお済みでない方は、同封の「加入手続きのご案内」
をご覧の上、お手続きをお願い致します。

加入のお問い合わせは生協本部　03-3945-3683　まで

生協加入で10%割引きで購入できます。※

生協では 4 月の前期講義の開講に合わせて目白キャンパスにて教科書販売を行います。 
ご購入時に生協組合員証 ( 振込票控え ) をご提示いただくと 10% 割引で教科書・辞書・参考書をご購入いた
だけます。また、教科書以外の雑誌や文芸書等を通常店舗でご購入の際も 10% 割引になります。 お支払い
は現金以外にも図書カード・クレジットカードがご利用になれます
( ※一部割引対象外の商品もあります )。教科書販売所は混雑が予想
されますので、お早めにご利用ください。

ご利用可能なクレジットカード一覧

詳しくは
「加入手続きのご案内」を
ご覧ください

上記期間以外は、ほとんどの教科書は取り寄せ扱いになります！！

七十年館３F（正面入口は２F）生協書籍売場内
●４/8（金）〜４/16（土）
 平日：8：40 〜 17：00　土曜：8：40 〜 14：00

●４/18（月）〜４/30（土）
 平日：10：00 〜 17：00　土曜：10：00 〜 14：00

※日曜・４/20（水）（創立記念式典）は休業
※上記日程は変更する場合があります

WEB教科書販売サイトのご案内 

目白キャンパス 販売期間：４月８日（金）〜４月30日（土）

日本女子大学生協では 2020 年度より、新型コロナウイルス
感染症対策に伴い WEB 教科書サイトでご自宅にいながら教科
書をご注文いただけるようになりました！

3 月末頃より販売開始予定でございます。
詳細は日本女子大学生協ホームページ

（https://www.univcoop.jp/jwu/index.html）をご参照ください。



発行元　日本女子大学生活協同組合

日本女子大学生協　個人情報保護方針は
生協のホームページに全文掲載しています。是非ご覧ください。 http://www.univcoop.jp/jwu/

パソコン・プリンター・電子辞書お申込み方法
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パソコンから
お申し込み

日本女子大学生協 新学期教材・パソコン・電子辞書サイト
https://okaimono.univ.coop/jwu/

または、「日本女子大生協」検索 → 日本女子大生協新入
生応援サイトへ→ 「生協オリジナルパソコンのご案内」 

後は画面に従ってお申し込みをすすめてください。

スマートフォン
からお申し込み

スマートフォンの方はこちらの
QRコードを読み込んでください。

パソコンかスマートフォンから以下のサイトへ
アクセスしてください。

Web申し込みの簡単な流れ
パソコンや電子辞書を選択
※事前にパンフやWebで内容や価格等よくご確認ください。1
ユーザー登録（無料）
※日本女子大生協ショッピングサイト利用のためのユーザー登録です。2
本登録完了後「カートを見る」へ移動
※登録確認メールが送信されるのでメールをご確認ください。3
配送先、配送日、お支払い方法を入力
※お支払い方法は「クレジット決済」「代金引換」の２通りです。
※配送先住所未定（下宿先等）の方はとりあえず「ご実家住所」をご入力

ください。また「配送日」はお引っ越し予定日以降にしていただき、配
送先住所確定後、配送先住所変更のご連絡をお電話にてお願いします。

4
お申し込み＆決済完了
※お申し込み完了後、ユーザー登録メールアドレスへ「ご注文完了メール」

が届きます。
　内容の確認をお願いします。特にスマホの方はメール受信できるように

設定しておいてください。
※決済後のキャンセル・変更はお受けできません。よくご確認の上お申し

込みください。

5

商品お届け
（指定日にご指定住所へ配送します）

ご注文方法・商品に関するご質問は
日本女子大学生協目白店まで
お問い合わせください
Tel：03-3945-3601
E-mail：jwu_mejiro@univ.coop

生協店舗で
お申し込みWebでお申し込み 　　　　 

商品お渡し
※在庫があればその場でお持ち帰りいた

だけます。
※ご自宅配送も承っております。

お支払い
※お支払い方法は「現金」か「クレジット

カード」です。

生協店舗にてお申し込み

【個人情報の取り扱いについて】
お申込の際の個人情報は、日本女子大学生協とお申込者の連絡に利用させていただく他、グローバルソリューションサービス㈱へ
サービス提供★の手続に必要な範囲で伝達させていただきます。
★商品配送・QG-Care アカデミック版（4 年間動産保険）




