
https://ec.univ.coop/shop/c/cAR
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

日本女子大学へご入学の皆さまへ

2023 日本女子大学生協

パソコン・電子辞書・教科書の
ご案内

重要
台数限定

在庫なくなり次第
終了となります。



2

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　メディアセンター所長� 理学部　数物情報科学科　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。コロナウイルスの影響
のため 2021 年度ではオンライン授業が行われ、多くの学生が自分のパソコンを大学に持ち込み、オンライン授業を
教室で受講しました。2022 年度からは再び対面を原則に授業を行っていますが一部科目でオンライン授業の形態も
残っています。時間割によっては対面授業の次の時間に自分のパソコンを使って大学の教室でオンライン授業を受講
することになり、自分のパソコンが必要になることが想定されます。

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、どうしても自宅や下宿に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� 理学部　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 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、シラバスの閲覧、履修登録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。
進学して忙しくなってからではなく、１年生の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。

WindowsとMacどちらが良い？
学内での様子を見ると、Windows ユーザーの
方が多いように見受けられますが、Mac ユー
ザーの方も一定数いらっしゃいます。iPhone
や iPad などと連動させて使いたい方が選択し
ているようです。なお、１年生の必修科目であ
る「基礎情報処理」では Windows パソコン
を前提として授業が進みます。

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　数物情報科学科　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。
※Surface は Microsoft 純正保証サービスにて保証されます。詳細は 8 ページをご覧ください。

！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
　2024 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）

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・保護者様の不安を取
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　数物情報科学科　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

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！
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2023年 生協オリジナルパソコン

ＯＳ

Windows® 11
Home

CPU

インテル
第12世代
Core i5

メモリ・SSＤ

16GB
（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、LAN

重量

超軽量
約879g

バッテリー駆動時間

最大
約18.5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

● 第12世代CPU 
　 Core i5搭載、メモリ16GBなので

オンライン授業も快適

最新スペック搭載

● 充電を忘れてしまっても、30分の充
電でバッテリー駆動時間の約40％充
電可能

● Power Delivery対応のモバイル
バッテリーからも充電可能

急速充電・Power Delivery対応

● 「AIノイズキャンセラー」や「AIカメラエフェ
クター」機能がオンライン授業の音と映像の悩
みを解消！

● 手動で切りかえる「Webカメラシャッター」
や「ワンタッチマイク
ミュート」で素早くプ
ライバシーを保護

オンライン授業が快適になる機能が充実！

※詳細な仕様は同封のメーカーチラシをご覧ください。

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

● 重量約879gなので持ち運びが断然
ラクラク！

● 駆動時間約18.5時間で外出時も安心

コンパクトなのに長時間駆動

Dynabook GCX （パールホワイト）
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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

￥218,400（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14ページをご覧ください。

※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　数物情報科学科　伊藤 夏穂さん

日本女子大学生協では、2023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。

￥190,600（税込）

＋



2023年 生協オリジナルパソコン

Surface Pro 9
本体＋ペン付きキーボード（ブラック）

（8X8-00019）セット

● タイプカバーを外せばタブレットと
して使えるので、通学中でもベッド
でも使いやすい！！

　 専用キーボードカバーを使用して多
彩な使い方が行えます。

最新の2-in-1タブレット

● 高解像度タッチディスプレイに加え
タッチペンを搭載！

　 スマホ感覚で使えるので馴染みやす
く、また専用ペン1本で様々な表現
ができます。

ペンを使って、文字も絵も
自由に表現できる

● 重量879g（タイプカバー装着時 約
1,169g）薄さ9.3mmの軽量設計な
ので通学カバンにも収まりやすい！

薄くて軽量！
機動性に優れたモデル ＯＳ

Windows® 
11Pro

CPU

インテル
第12世代
Core i5

メモリ・SSＤ

8GB
（増設不可）
SSD256GB

ディスプレイ

13型
2880 × 1920

インターフェイス
ＵＳＢ
TypeC

（Thunder 
bolt 4）×２

質量

約879g
タイプカバー含む

約1.17kg

バッテリー駆動時間

最大
15.5時間

タッチ機能
WEBカメラ

あり

Windows
PC

Microsoft 
Complete

for Business
4年間

あえて！
Officeなし

メーカー
4年保証

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。

8

Microsoftの４年間保証サービス
MS Complete（★税込定価37,399円相当）を付帯
・通常利用時（自然故障）の故障は何度でも無償交換可能です。
・ペン、タイプカバーは対象外。
・バッテリーの劣化による故障は対象外。
・水濡れ、落下、電力サージといったアクシデントによる
　３回目以降の交換は有償交換。
・交換品は再生品となります。
* ４ページに記載されている自己負担金5,000円は不要です。

※ �Surface は故障や破損時、バッテリー交換の際も、修理ではなく、メーカー
再生品への交換になります。他店では、ご自身でMicrosoft に直接依頼を
行っていただくしか方法がありませんが、生協では学内店舗にお持ちいた
だくだけで手続きが行えます。
交換の際はデータはすべて初期
化された状態になりますので、
他の機種以上に、OneDrive な
どへの定期的なバックアップを
強くおすすめします。

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

台数限定

※�交換対応は日本で実施（QG�Care と同
等条件）

自然
故障 破損 水濡

盗難
紛失 海外

保証 ◎ ◎ ◎ ▲ *

※ �Surface�Pro�9にはヘッドホンジャックがありません。そのため、
有線でのヘッドホン、イヤホン接続には変換ケーブルが必要とな
ります。ご購入ご希望の方は店舗へご相談ください。
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学びが豊かになる 2 in1 モバイルPCタブレットとして、タッチペンや
スマホ感覚で使いたい方におススメです

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

￥223,900（税込）

￥251,700（税込）

＋

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14ページをご覧ください。

Cセット

Dセット

あえて！
Officeなし

あえて！
Officeなし

※�MS�Complete�（税込定価37,399円相当のサービス）�
が含まれています。

※�MS�Complete�（税込定価37,399円相当のサービス）�
が含まれています。

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。

タブレットパソコンを選んだ理由
私は入学を機に自分用にタブレットタイプのパソコンを購入しました。
タブレットタイプのパソコンは通学の電車内でサッと取り出して手軽に使用できたり、自宅ではベッドで寝ながら動
画を見たりと気軽に使うことができます。
またオフィスソフトの OneNote を使用してタブレット上でノートを取り、分からないことや調べたいことを同時に
ネット検索したりとタブレットパソコンならではの使い方ができますのでとても便利です。
注意点としてはパソコン持ち込み・使用不可の授業もありますので、先生に確認してから使用してください。

家政学部　児童学科　大和 ゆいさん

Microsoft 
Complete

for Business
4年間

Microsoft 
Complete

for Business
4年間

※お申し込み方法はパンフレット裏面をご参照ください。
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2023年 生協オススメ Mac

13インチ MacBook Air
MLXY3J/A （シルバー）

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

● 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1.13cm（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。

13.6インチRetinaディスプレイ

●  次世代の「M2チップ」を搭載したこと
で、オンライン授業やオフィスソフトの
使用がさらに快適になりました！

Apple独自規格「M2」チップ搭載

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　31,800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
料で受けることができます（回数制限なし）

（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）

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

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

台数限定

持ち歩くならやっぱり Mac ！

理学部　数物情報科学科　猪又 みなみ さん

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）

ＯＳ

mac OS
Ventura

ディスプレイ

13.6
Retinaディスプレイ
2,560 × 1,600

CPU

Apple M2
CPU

インターフェイス

Thunderbolt/
USB 4ポート×2

メモリ・SSＤ

8GB（増設不可）
SSD 256GB

重量

1.24kg

バッテリー駆動時間

最大約18時間

WEBカメラ

あり

代替パソコン
貸出サービス

1年間無料
電話サポート

メーカー1年
＋生協3年保証

動産保証
4年間
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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!!

E
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

F
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）

￥204,600（税込）

＋

Eセット

Fセット 
※プリンター詳細は 14ページをご覧ください。

※お申し込み方法はパンフレット裏面をご参照ください。

オ
プ
シ
ョ
ン

第10世代 iPad（64GB）
（シルバー MPQ03J/A）
MacBookPro、MacBookAirのいずれかのセットと
対象のiPadをご一緒にご購入いただくと、
iPad通常価格63,800円（税込）が20%OFF！！
MacBookとの同時購入で ¥51,040（税込）
※iPadは通常のメーカー保証（１年間）のみとなります。

※�Windowsパソコンと同時購入の場合でも、通常価格
の3,300円（税込）引きとなります。

iPad単体でのご購入は、
店舗で通常価格にて販売
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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のために CAD（製
図）ソフトを利用する方も多くなります。このことから、講義で出された課題のため大学のパソコンだけで
なく、ご自身のパソコンでも CAD 作業を行う機会が数多く存在することが考えられます。
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　※2022年12月時点

Windows Mac

OS 64 ビット版
Windows 10　Windows 11

Apple® macOS® Monterey V12
Apple® macOS® Big Sur V11
Apple® macOS® Catalina V10.15

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対応 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（ベース）
推奨：3 GHz 以上のプロセッサ（ベース）、
4 GHz 以上（ターボ）

64 ビット Intel CPU
Apple M シリーズ CPU

メモリ 基本：8 GB
推奨：16 GB

基本：8 GB
推奨：16 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：最大 3840 × 2160 
の解像度（対応するディスプレイカードが必要）

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

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（SSD を推奨） ダウンロードおよびインストール用に 5 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 以降

大学生協では、上記スペックを満たす「ハイスペックモデル」を
２機種ご提案いたします
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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

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。

※上記いずれも、４、５ページ掲載の安心の６大ポイントの対象となります。

Windowsモデル

Mouse Computer DAIV 4N

Macモデル

Apple MacBook Pro 13インチ 
Z16T000SM（シルバー）

ＯＳ Windows 11 Pro

メモリ・SSＤ 16GB・SSD512GB

重量 約1.42kg

CPU 第12世代Core i7（Pシリーズ）

ディスプレイ 14FHD

バッテリー駆動時間 約８時間

無線LAN ax/ac/a/b/g/n準拠 有線LAN 有

VGA 無HDMI 有

GPU NVIDIA GeForce RTX3050

インターフェイス USB3.0×２、USB3.1 TypeC×１（PD非対応）、
Thunderbolt 4×１（ディスプレイ出力と共用、PD対応、 
要100W以上）、Bluetooth5.2

光学ドライブ 無Webカメラ 有

ＯＳ macOS Ventura

メモリ・SSＤ 16GB・SSD256GB

重量 1.4kg

CPU Apple M2（８コアCPU/10コアGPU）

ディスプレイ 13.3Retina（2560×1600）

バッテリー駆動時間 最大20時間

無線LAN IEEE802.11ax Wi-Fi6（a/b/g/n/ac対応）

インターフェイス Bluetooth 5.0、USB ４ポート×２、
Thunderbolt 3（USB-C互換）

Webカメラ 720p FaceTime HDカメラ

￥246,400（税込）

￥215,900（税込）

G
セット

Mouse Computer DAIV 4N
Winパソコン本体のみ

￥246,400（税込）

H
セット

Mouse Computer DAIV 4N
Winパソコン本体 ＋ プリンター

￥274,200（税込）

I
セット

Apple MacBook Pro
Macパソコン本体のみ

￥215,900（税込）

J
セット

Apple MacBook Pro
Macパソコン本体 ＋ プリンター

￥243,700（税込）
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おすすめプリンターのご案内

シンプルかつ
４年間安心して使える
大容量モデル

インク型番

大学生協限定　購入者特典

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！

▶�４年保証＆�
モノクロ印刷は『４年分』のボリューム！！

1 予備の黒インク２本付き
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。

DCP-J1200N-UN

台数
限定

￥27,800（税込）

※�PCからの印刷は従来
通りドライバー経由で
使用可能です

● スターターインク 
モノクロ：約2,500枚

● LC414BK × ２本 
モノクロ：約5,000枚

2 ４年間保証　付帯
●保証をうけるのに登録や申し込みは必要なし。
●修理時のピックアップ送料無償。

LC414シリーズ

ランニングコスト（税込）
モノクロ 約0.9円
カラー 約5.5円

印刷スピード
モノクロ 約16枚／分
カラー 約９枚／分

合計7,500枚相当の黒インク同梱

使い慣れたスマホで簡単操作！
シンプルで分かりやすい本体ボタンかつ使い慣れた
スマホで簡単に使えるので新入生にも扱いやすい！

※カラーインクは 1,500 枚相当
※保証期間はご購入〜 2027 年３月末までです。
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おすすめオプションプラン

電話サポート4年間パック
(遠隔サポート付き) 代替機のお急ぎ便対応

● 修理時にお貸出しする代替機を優先的に⼿配
● 直接ご⾃宅へ配送 ＆ 返却時も⾃宅から可能
● 送料無料
※代替機は店頭でお申し込みいただきます

● パソコンの調⼦が悪いとき…
● WordやExcelなどの操作がわからないき…
● 365⽇ 10:00〜19:00 電話対応（遠隔サポート付）
● ４年間何度でもご利⽤いただけます！
※通話料はお客様のご負担となります

データリカバリー
● 通常修理受付は⽣協店舗にお持ち

いただきますが、夏休みや春休みなど
⼤学の休み期間中の修理受付を宅配便
にて⾏います

※修理完了後は店舗でお返しします

OSリカバリー＆
初期セットアップ作業

1155,,000000円円（税込）新学期特別価格

（４年間一括払）

⼤学の休み期間中の
修理宅配受付サービス

● 物理的にパソコン内のSSDが故障し
ていない場合に限り、指定範囲のデー
タをコピーして取り出しができます

※データを⼊れるメディアはご準備いただくか、有料
で販売も可能です

※パソコンの状態によっては、作業が⾏えない場合が
あります

プレミアムサポート加⼊者限定サービス

パパソソココンンのの調調子子がが悪悪いい……

明明日日レレポポーートト提提出出ななののにに、、

指指定定ののペペーージジ設設定定ががででききなないい……

プレミアムサポート加⼊者限定サービス

修修理理ししななけけれればば。。

代代替替機機がが一一刻刻もも早早くく欲欲ししいい！！

プレミアムサポート
加⼊者限定サービス

夏夏休休みみでで大大学学にに

修修理理にに出出ししにに行行けけなないい……

通常22,000円（税込）〜のところ
4年間何度でも0円通常15,400円（税込）〜のところ

4年間何度でも0円

故故障障ししててデデーータタがが

取取りり出出せせなないい……

困困っったた！！

リリカカババリリししたたいいけけどど、、

どどううすすれればばいいいいのの？？

修修理理ししたたららままたたセセッットトアアッッププ

ししなないいとといいけけなないい……

● 修理にともない必要な際にOSリカバ
リーを⾏います

● 修理にともない初期セットアップが必
要な際に希望者に設定内容をお聞きした
上で実施します

※パソコンの状態によっては、作業が⾏えない場合が
あります

電話サポート4年間パック
(遠隔サポート付き) 代替機のお急ぎ便対応

● 修理時にお貸出しする代替機を優先的に⼿配
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※代替機は店頭でお申し込みいただきます
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● WordやExcelなどの操作がわからないき…
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● ４年間何度でもご利⽤いただけます！
※通話料はお客様のご負担となります
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⼤学の休み期間中の修理受付を宅配便
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修理宅配受付サービス

● 物理的にパソコン内のSSDが故障し
ていない場合に限り、指定範囲のデー
タをコピーして取り出しができます

※データを⼊れるメディアはご準備いただくか、有料
で販売も可能です
※パソコンの状態によっては、作業が⾏えない場合が
あります

プレミアムサポート加⼊者限定サービス

パパソソココンンのの調調子子がが悪悪いい……

明明日日レレポポーートト提提出出ななののにに、、

指指定定ののペペーージジ設設定定ががででききなないい……

プレミアムサポート加⼊者限定サービス

修修理理ししななけけれればば。。

代代替替機機がが一一刻刻もも早早くく欲欲ししいい！！
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困困っったた！！
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ししなないいとといいけけなないい……
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あります

※ プレミアムサポートパックお申し込みに関する規約は 
Webサイト商品ページをご確認ください
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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

「シソーラス」はステゴサウルスの仲間ではありません
では、何ですか？ってことになるんですが、それはのちほど。
そんなことより、新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

コロナ禍から少しずつ日常が戻りつつあるなかで、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ていらっしゃるのではあ
りませんか？ 在学生のみなさんも、新しい学年に向けて準備を整えてい
らっしゃることでしょう。その準備のなかに、大学での学習・研究のア
イテムとして、ぜひ「電子辞書」も加えていただければと思います。

本学の 1 年生は、どの学科で学ぶかたであっても、「プレゼンテーション・イングリッシュ」という、名
前の通り、英語でプレゼンをする授業を受けることになっています。ですから、当然、自分で英語の文章
を作成しなければなりません。こういうと、「フフッ…私には Google 翻訳がついてるわ、ホーホッホッホ！」
と高笑いするかたもいらっしゃるかもしれませんね。そんなに言うんなら、論より証拠、やってみましょう。
勧めませんけど。じゃ、たとえば「私の尊敬する人」っていうお題のプレゼンの文章を考えてみます。

エマ・ワトソンは素晴らしい女性だと思います。女優として優れているだけでなく、男女平等を国連で
訴えるなど、尊敬できるところがたくさんある女性です。

それでは、まず Google 翻訳を頼ってみます。無料ですし。こうなりました（2022 年12 月12日参照）。
I think Emma Watson is an amazing woman. Not only is she an excellent actress, but she 

is also a woman who has many respects, such as advocating for gender equality at the 
United Nations.

なるほど…。でも、実は、この文には、かなり問題があります。というわけで電子辞書で点検してみま
しょう。この英文のまずおかしな所は、「尊敬できるところがたくさんある女性です」を “a woman who 
has many respects” としている点です。「尊敬できるところ」を “respect（s）” としているわけですね、
では、 “respect” を電子辞書の「英和辞典」で引いてみましょう。この単語は、名詞では「尊敬・尊重・
挨拶・点」などが出てきますけど、「尊敬」と「点」を一緒にした「尊敬すべき点」という意味はありません。

もう一つの問題点は、この短い文に woman という単語が 2 回使われているところです。もとの日本語
ではそれほど違和感がないかもしれませんが、英語は、同じ単語を繰り返して用いることを避ける傾向が
あります。そこで使いたいのが、この文章のタイトルにも出てくる「シソーラス（thesaurus）」、つまり「類
義語辞典」という種類の辞書です。これで “woman” を引いてみると、 “lady, girl, female, member of 
the fair sex . . .” とたくさん出てきます。どれがいいか、というのもまた難しい問題ですが、尊敬の念を
こめるのであれば、 “lady” などでしょう。というわけで、なかなか高笑いができないことがお分かりいた
だけましたか？（なお、スペースの関係で全部は指摘できませんが、この英文にはまだツッコミどころが
あります）。

このように、「和英」「英和」、場合によっては「英英」、それに「類義語辞典（シソーラス）」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。しかも一つの種類の辞書が複数収め
られていますから、自分の手や指先に馴染む 1 冊が必ずそこにあります。というわけで、Google 先生に
頼らず、自分の力で英語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。



17

大学生モデル電子辞書

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　数物情報科学科　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

上級生お勧め電子辞書

私は英語のほかに第２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２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。

語学学習、留学、知識の深化
～いつもとなりに～

CASIO AZ-SX9810

本体特別価格 ￥39,000（税込）

第2外国語コンテンツ
カード特別価格 各種￥3,870（税込）

商品の詳細はこちら

ダウンロード版第２外国語追加コンテンツ 通常11,000円（税込）の追加コンテンツが
電子辞書とセットだと3,870円（税込）で購入できる！！

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

第2外国語コンテンツカードはWebでは販売しておりません。４月３日（月）より生協店舗でお申込みいただけます。
開封後の返品は承れませんので、履修登録確定後にお申込みください。
※生協で電子辞書（AZ-SX9810）本体をお買い上げの方のみが第２外国語コンテンツカード特別価格の対象となります。

先輩の声！

おすすめ動画

高校生モデルと比べ、収録数が多いのが特長！
研究や論文執筆に役立ちます！

さらに

お得！

高校生モデル
XD-SX4800

ジーニアス英和辞典 第５版

大学生モデル
リーダーズ英和辞典 第３版

英単語収録数の違い

高校生モデルから大学生モデルへの買い替えを！

市販モデルのメーカー保証は通常１年ですが、大学
生協モデルは４年間保証。卒業まで安心です。

液晶割れや水濡れなど、メーカー保証対象外となる
故障の場合、学割価格で修理ができます。

第２外国語コンテンツカードは、セットでご購入い
ただくとお得です。
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お申込みは簡単WEBから

お申込み期間 2022/12/1 ～ 2023/6/20

月額料金のお支払いはご本人様（18歳以上の方の）
または親権者名義のクレジットカード払いのみとなります。

DISコールセンター TEL：0120-952-091

オンライン授業・就活Web面接で大活躍！

通学時や旅行先でも◎

自分だけの超速モバイルWi-Fi
5Gエリア
拡大中

5

4

2万円相当の端末代金無料、もちろん返却もナシ

3

2 家でも外でも利用可能！ 利用場所の制限ナシ
3つのネットワークを自動切替でエリアも安心

1 月間利用データ通信量に上限ナシ
※1

5つのナシで安心契約

解約金０円！契約期間の縛りナシ

契約途中の引っ越しでも
住所変更手続きナシでOK

５G非対応エリアでもau 4G LTE接続で速い！ 繋がりやすい！

YouTubeで
WiMAXの利用シーンを
Check✓

下り最大2.4Gbps/同時接続10台

下り最大2.7Gbps/同時接続30台

モバイルルーター

ホームルーター

※２

※２

ルーターは選択可能

※モバイルルーターのみ

※ご契約か6ヶ月以内に解約された場合は、端末を返却いただきます。

UQ直販サイト価格 税込4,950円/月のところ

特別
価格

学生のみなさまだけに限定プライス

3,990円/月（税込）

※プラスエリアモード利用月のみ税込1,100円が月額金額に追加されます。

※1一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。「プラスエリアモード」で当月のご利用通信量が15GBを超えた場合、プラスエリアモードのみ当
月末までの通信速度を送受信最大128kbpsに制限します。※2 本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、
お客さまのご利用環境、回線の状況等により大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。

●本製品に充電器は付属しておりません。プレゼント（先着順）対象外となった方はUSBプラグ：Type-Cの充電用機器をお買い求めください。
●プラスエリアモード利用月のみ税込1,100円が月額金額に追加されます。
●別途ユニバーサルサービス料（電話リレーサービス料込）として3円/月が掛かります。この料金は見直しにより変更される場合がございます。
●ご契約から6ヶ月以内に解約された場合は、端末を返却いただきます。送料はお客様負担となります。 ●月の途中でのご加入もしくはご解約の場合、月額料金はご利用日数分の日割額となります。
●返品・キャンセルは弊社初期契約解除制度に準じます。詳しくは申込サイトをご確認下さい。 ●消費税率10%での計算。将来の税率変更により、税込金額が変わる場合がございます。 ※2022年１１月時点

先着で専用充電器
プレゼント！

※充電器は別売り

※プレゼントはモバイルルーターのみ
※画像と異なる場合がございます

https://dis.onl/2023sow/

お申込みは簡単WEBから

お申込み期間 2022/12/1 ～ 2023/6/20

月額料金のお支払いはご本人様（18歳以上の方の）
または親権者名義のクレジットカード払いのみとなります。
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自分だけの超速モバイルWi-Fi
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3つのネットワークを自動切替でエリアも安心

1 月間利用データ通信量に上限ナシ
※1

5つのナシで安心契約

解約金０円！契約期間の縛りナシ

契約途中の引っ越しでも
住所変更手続きナシでOK

５G非対応エリアでもau 4G LTE接続で速い！ 繋がりやすい！
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※ご契約か6ヶ月以内に解約された場合は、端末を返却いただきます。

UQ直販サイト価格 税込4,950円/月のところ
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学生のみなさまだけに限定プライス

3,990円/月（税込）

※プラスエリアモード利用月のみ税込1,100円が月額金額に追加されます。

※1一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。「プラスエリアモード」で当月のご利用通信量が15GBを超えた場合、プラスエリアモードのみ当
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ルーターは選択可能

※モバイルルーターのみ

※ご契約か6ヶ月以内に解約された場合は、端末を返却いただきます。

UQ直販サイト価格 税込4,950円/月のところ

特別
価格

学生のみなさまだけに限定プライス

3,990円/月（税込）

※プラスエリアモード利用月のみ税込1,100円が月額金額に追加されます。

※1一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。「プラスエリアモード」で当月のご利用通信量が15GBを超えた場合、プラスエリアモードのみ当
月末までの通信速度を送受信最大128kbpsに制限します。※2 本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、
お客さまのご利用環境、回線の状況等により大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。

●本製品に充電器は付属しておりません。プレゼント（先着順）対象外となった方はUSBプラグ：Type-Cの充電用機器をお買い求めください。
●プラスエリアモード利用月のみ税込1,100円が月額金額に追加されます。
●別途ユニバーサルサービス料（電話リレーサービス料込）として3円/月が掛かります。この料金は見直しにより変更される場合がございます。
●ご契約から6ヶ月以内に解約された場合は、端末を返却いただきます。送料はお客様負担となります。 ●月の途中でのご加入もしくはご解約の場合、月額料金はご利用日数分の日割額となります。
●返品・キャンセルは弊社初期契約解除制度に準じます。詳しくは申込サイトをご確認下さい。 ●消費税率10%での計算。将来の税率変更により、税込金額が変わる場合がございます。 ※2022年１１月時点

先着で専用充電器
プレゼント！

※充電器は別売り

※プレゼントはモバイルルーターのみ
※画像と異なる場合がございます
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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％のポイント還元が受けられ、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、お手続きをお願いいたします。

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%のポイント還元が受けられます。
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教科書・辞書・参考書を
ご購入の際に10％のポイント還元が受けられます。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同様です（※一部割引対象外の商品もございます）。
お支払いは現金以外にも生協電子マネー、図書カード・クレジットカード、各種電子マネー（交通系 IC、
iD、QUICPay）がご利用になれます。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。

上記期間以降は、ほとんどの教科書は取り寄せ扱いになります。お買い逃しにご注意ください。

七十年館３F（正面入口は２F）生協書籍売場内
●４/7（金）〜４/15（土）
 平日：8：40 〜 17：00　土曜：8：40 〜 14：00

●４/17（月）〜４/29（土）
 平日：10：00 〜 17：00　土曜：10：00 〜 14：00

※日曜・４/20（木）（創立記念式典）は休業
※上記日程は変更となる場合がございます

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７日（金）〜４月29日（土）

WEB教科書サイトでの販売実施も予定しております。
※ご注文１件につき送料 1,000 円（税込）をご負担いただきます。
※お支払い方法は代引きまたはクレジットカードのみ

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。

※詳しくは
「加入手続きのご案内」を
ご覧ください



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。ぜひご覧ください。 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://ec.univ.coop/shop/c/cAR

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」 

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

univcoopマイポータルへのご登録
※サイト右上のマイページアイコンよりご登録画面に進めます。
※画面の案内に従ってご登録をすすめてください。
※加入がお済みでない方は、興味のある大学に「日本女子大学」を選択

してください。

1
本登録完了後、ログインして
購入する商品を選択
※事前にパンフやWebで内容や価格等よくご確認ください。

2

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。
※下宿先へ配送希望の方で、住所未定の方は、ひとまず「ご実家住所」

をご入力ください。その際、「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、配送指定日の８日前までに住所変更の
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。特にスマートフォン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。

5
商品お届け
（指定日にご指定住所へ配送いたします）

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）

3 買い物かごへ進み、ご注文手続きへ


	2023日本女子パンフ_01_念々校1[01][20]
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