
商品はすべて生産台数に限りがございます。
商品が売り切れ次第、販売終了となりますので、できる限りお早めのお申し
込みをお願い致します。

関西大学では、
学生自身のノートパソコン等を持参して学ぶ

BYOD（Bring Your Own Device）

を推奨しています。

関 大 生 に 必 要 な
学 習 用 教 材

関大生協アカデミックパソコン
電子辞書のご案内

関 西 大 学 合 格 お めでとうご ざ い ま す

関大生協 新入生

関 西 大 学 生 活 協 同 組 合
パソコン・電子辞書予約係
TEL：06-6368-7536　FAX：06-6368-7558
E-mail：ku-shop@kandai.ne.jp

インターネットでの
お申し込みはこちら
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関大生協がアカデミックパソコンをオススメする7つの理由！

関大生協はあなたのキャンパスライフを
卒業までサポートします！

日本企業がWindowsを使用している割合は97.2%！
　WindowsとはMicrosoft社が提供している
オペレーティングシステム（OS）の事を言います。
Windowsは、「Microsoft」がOSを開発して、
パソコン本体は様々なメーカーが製造している
ことで、多種多様なソフトとの互換性があり、人
気があります。
　日本のほとんどの企業がWindowsを
使用していますので、社会人になる前に使い
こなせるようになることは、就職活動において、
有利になることは間違いないでしょう！

❷　壊れた時はメーカー保証で「４年間」安心！
❶　関西大学パソコンの「推奨仕様」をクリア！

➌　壊したときも「４年間」安心の動産補償付きです。
❹　大学生協店内に「パソコン相談カウンター」を常設しています。
❺　持ち運びに適した「超軽量・長時間駆動・高性能」ノートパソコンです。
❻　4年間のメーカー電話サポート付きです。（富士通のみ）
❼　Windows PCは卒業後のお仕事に威力を発揮します。
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関西大学では、自律的に学ぶ力を育成するためにノートパソコン等を持参して 
学ぶ BYOD（Bring Your Own Device) を推奨しています。

大学では、レポートやプレゼンテーション資料の作成、学習支援システム（LMS）を活用した予習・復習、
e-Learningを用いた自学自習等、日常的な学習活動においてパソコン等を活用しています。また、シラバスによ
る科目検索、履修登録、成績発表、レポート提出、就職活動等においてもパソコン等を活用しています。自律的に
学ぶ力は、大学での学びにとどまらず、卒業して社会で活躍し、豊かな人生を過ごす上においても必要な力です。

※関西大学は対面授業を原則としていますが、一部授業科目においてインターネットを活用した遠隔授業（オンデ
マンド配信授業）を行います。また、社会情勢（新型コロナウィルス感染症の状況等）に応じて遠隔授業を実施
する場合があります。

※遠隔授業実施の際は、学生には受講に必要なパソコン等の機器およびインターネット環境を各自で整えるよう依
頼しています。

関西大学では入学後（卒業まで）、
次のサービスが 無償で利用できます。

無線 LAN
KU Wi-Fi

（全キャンパスにて利用可能）

1.

アプリケーションソフトウェア
Microsoft365 （Word、Excel、

PowerPoint）、ウィルス対策ソフト

2.

メールなどインターネットサービス
関大 Web メール／Outlook

Dropbox Kansai University

3.

印刷サービス

年間上限分までのオンデマンド印刷

5.

学習支援システム

関大 LMS 等

4.

BYOD＝自己所有パソコン等の利用



富士通 LIFEBOOK
アカデミックモデル　シルバーホワイト
製品型番：FMVUUA003C

¥194,000
※設置、設定のサービスは含まれていません。

組合員
価格

注文番号
Ａ -１液晶はタッチパネル非対応です

インテル®CoreTMプロセッサー搭載で高負荷な作業も快適

インテル®CoreTMプロセッサー搭載で高負荷な作業も快適

飽きがこない人気の「シルバーホワイト」

シーンを選ばずおしゃれに使える「ピクトブラック」

早期
購入

特典あり

PC・辞書
同時購入
特典あり

詳しくは18ページへ

早期
購入

特典あり

PC・辞書
同時購入
特典あり

詳しくは18ページへ

液晶はタッチパネル非対応です

（税込）

（税込）
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様々な場所での使用を想定したスタイリッシュ デザインノートパソコン！

OS
Windows11

Home
（64bit）

ディスプレイ
１３.３型

16:9 フル HD
1920×1080

※タッチパネルなし

CPU
インテル®Core™

i5-1235U
プロセッサー

メモリ
16GB
増設不可

空きスロットなし

ストレージ

約256GB
SSD

無線 LAN
Wi-Fi6E ※1 

IEEE 802.11
a/b/g/n/ac/ax 準拠

DVDドライブ

な　し

バッテリー

約29.5時間
（JEITA2.0準拠）

重　量

約857g※2

インターフェイス
USB3.2 Type-A ×2 
USB3.2 Type-C ×2

HDMI ×1

外寸 : 幅307×奥行197×高さ15.5mm（突起部含まず）

Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、
Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ、は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。　

その他
Bluetooth 5.1、

SD ｽﾛｯﾄ、Web ｶﾒﾗ、有線 LAN
ヘッドホン端子

Office/ ウイルス
大学内の包括ライセンスにて
ご入学後より

インストールが可能

アカデミックモデルパソコンの詳しい情報や動画をWeb で公開中！

大学生協ならではの安心サポート
メーカー
４年保証
2027年

3月末まで

動産
４年補償
2027年

3月末まで

電話
サポート
2027年

3月末まで

富士通 LIFEBOOK
アカデミックモデル　ピクトブラック
製品型番：FMVUUA00BC

¥194,000
オリジナル

セットアップ
マニュアル

※設置、設定のサービスは含まれていません。

組合員
価格

注文番号
Ａ -２

※1 アップデートプログラムを適用する必要がございます。※2 シルバーホワイトモデルは約873g

LIFEBOOK アカデミックモデル
ご購入者様にもれなくプレゼント！

ワイヤレスマウス（USB接続） PC ケース

【申込期間】2023年2月1日（水）〜2023年4月15日（土）まで
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様々な場所での使用を想定したスタイリッシュ デザインノートパソコン！

MADE IN JAPAN
富士通のパソコンは島根工場で製造しています。生協ス
タッフが実際に工場へ出向き、製造現場を見学しました
が、無駄のない製造ラインや設備で丁寧に組み立てられ
ています。厳しい品質テストがされていることを確認して
いるからこそ、安心しておすすめいたします。

4 年間の電話サポート
ご購入後のお困り事や使い方を相談できる学生パソコン
専用の電話サポート窓口をご用意しました。豊富な知識
と高いスキルを持った専任アドバイザーが、みなさまのパ
ソコンライフをサポートします。
パソコンが今は得意でない方も安心です。

価格に自信あります！ おすすめ！

富士通が
選ばれる訳！

ノートパソコンはバッテリーの充電時間が超重要！バッテ
リーだけで約29.5時間使えます。長時間駆動だから授業
で発表に使用したり、放課後にサークルやカフェ等でも1
日中使えます。

長時間バッテリー
大学に持って行こうか悩むような重いノートパソコンでは
存分に使えません。LIFEBOOKアカデミックモデルは約
857g〜の超軽量設計。バッグの中にノートをしまう感覚
でパソコンを持ち運びできます。

超軽量ボディ

Point1

Point 3

Point 2

Point 4

昨年は

1079台 

  販売しました！
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ハイスペックモデルと、タッチパネル対応2in1モデル

マイクロソフト 2-in-1 ノートパソコン
Surface Pro ９（アカデミックモデル）
製品型番：QF1-00011（プラチナ）

¥235,000
※設置、設定のサービスは含まれていません。　（税込）

組合員
価格

注文番号
Ｃ -１

Surface本体（プラチナ）、キーボードカバー（ブラック）、専用タッチペンの３点セット
早期
購入

特典あり

PC・辞書
同時購入
特典あり

詳しくは18ページへ

パナソニック ノートパソコン
Let's note（アカデミックモデル）  
FV シリーズ
製品型番：CF-FV3KD9FC

¥235,000

大学生協ならではの安心サポート
Surface Pro 

アカデミックモデル
ご購入者様に

もれなくプレゼント！

メーカー
４年保証
2027年

3月末まで

動産
４年補償
2027年

3月末まで

オリジナル
セットアップ
マニュアル ワイヤレスマウス

（Bluetooth 接続）
USB Type-C
ドッキングステーション PC ケース

※設置、設定のサービスは含まれていません。　（税込）

組合員
価格

注文番号
B -１

Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、
Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ、は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。　

Let's note ハイスペックノートパソコン
早期
購入

特典あり

PC・辞書
同時購入
特典あり

詳しくは18ページへ

大学生協ならではの安心サポート
Let's note 

アカデミックモデル
ご購入者様に

もれなくプレゼント！

メーカー
４年保証
2027年

3月末まで

動産
４年補償
2027年

3月末まで

オリジナル
セットアップ
マニュアル

ワイヤレスマウス（USB 接続） PC ケース

CPU
インテル®Core™

i7-1260P
プロセッサー

メモリ

16GB

ストレージ

約512GB
SSD

バッテリー

約17時間
（JEITA2.0）

CPU
インテル®Core™

i5-1245U
プロセッサー

メモリ

8GB

ストレージ

約256GB
SSD

バッテリー
約15.5時間

（一般的な利用シーンを
想定）

ノート PC にタブレット、新しい Surface はまさにデジタルキャンパス！
使いこなせば幅が広がる2-in-1モデル。

圧倒的な頑丈ボディに Core i7・16GB メモリ、512GBSSD を採用！
大画面を感じさせないコンパクトボディと超高性能を兼ね備えた
ハイパフォーマンスモデル。

100台
限定

在庫状況はHPを見てご確認ください。

100台
限定

在庫状況はHPを見てご確認ください。液晶はタッチパネル非対応です。



関西大学生協
アカデミック

パソコン

富士通・LIFEBOOK パナソニック・Let's note マイクロソフト・Surface Pro

OS Windows11 Home 64bit Windows11 Home 64bit Windows11 Pro 64bit

CPU インテル ®Core™
 i5-1235U プロセッサー

インテル ®Core™
i7-1260P プロセッサー

インテル ®Core™
i5-1245U プロセッサー

ディスプレイサイズ・解像度 13.3型 1920×1080 14型 2160×1440 13型 2880×1920

タッチパネル なし なし あり（タッチペン付属）

メモリ 16GB 16GB 8GB

ストレージ 256GB SSD 512GB SSD 256GB SSD

光学ドライブ なし なし なし

無線 LAN／Bluetooth Wi-Fi6E Bluetooth5.1※ Wi-Fi6 Bluetooth5.1 Wi-Fi6E Bluetooth5.1

有線 LAN あり あり なし

バッテリー駆動時間 約29.5時間
（JEITA2.0準拠）

約17時間
（JEITA2.0準拠）

約15.5時間
（一般的な利用シーンを想定）

重　量 シルバーホワイト 約873g 
ピクトブラック   約857g 約1,099g

本体：879g
キーボード：281g
スリムペン：13g

USB 端子 USB3.2 Type-A ×2　 
USB3.2 Type-C ×2

USB3.0 Type-A ×3
USB3.1 Type-C ×2 USB4.0 Type-C ×2 

Web カメラ
有効画素数約92万画素 

プライバシーカメラシャッター付
マイクあり

約207万画素（1920×1080）
マイクあり

約500万画素 ( 前面 )
約1000万画素（背面）

マイクあり

外部出力端子 HDMI ヘッドセット端子 
SD カードリーダー

HDMI・VGA ヘッドセット端子 
SD カードリーダー なし

関西大学ではパソコン等の推奨仕様を定めています。
最新の情報は、下記ホームページをご確認ください。
www.kansai-u.ac.jp/byod/

特典の USB Type-C ドッキング
ステーションで HDMI に変換可

※アップデートプログラムを適用する必要があります。
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ハイスペックモデルと、タッチパネル対応2in1モデル
ス ペ ッ ク 比 較 表

パソコンは苦手なのですが…？

よくある質問

家族と共用のパソコンを持っているのですが…？

パソコンは触れることで上達していきます。使う人と使わ
ない人との差はどんどん開いていきますので、「パソコンを
使おう。活用しよう。」という気持ちが大事です。

大学生の間の活用の他に、社会に出て、事務職にしろ、営
業職にしろ、パソコンを使わずには仕事ができない環境にな
っています。

できるだけ早い時期から環境を整え、使い込んで慣れてい
きましょう。

自由に使える環境が整っているなら問題ありませんが、大
学にも持っていく事ができて、自分の好きな時間に使えたり、
自分のデータを自分自身で管理するという意味でも、専用パ
ソコンを準備されることをおすすめします。

Q
A

どのパソコンがおすすめですか？

迷われている方や、自分のパソコンをはじめて持つ方には、
一般的なノートパソコンの「富士通・LIFEBOOK」をお奨めい
たします。
「パナソニック・Let's note」はCPU性能が高く、メモリ・

ストレージ容量の多いハイスペックモデルです。頑丈設計にも
定評があります。

タッチパネルやペン操作をして、タブレットとしても使いたい
方には「Surface Pro」がベストです。

Q
A

Q
A

Officeはどうやってインストールするの？

ご入学後すぐに行われるオリエンテーションで全学生に利用者
IDと パ スワード が 付与 さ れ ま す。そ れを 使 用 することで、

「Microsoft365」サイトからOfficeアプリケーション（Word・
Excel・PowerPointなど）をインストールすることができます。

詳しくは関西大学ITセンターのHP(www.itc.kansai-u.ac.jp)
をご参照ください。

なお関大生協でパソコンをお買い
求めのお客様にはインストールマニュ
アルを添付しています。もちろんご不
安な方は生協の店舗でもサポートい
たしますので、ご安心ください。

Q
A
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大学内店舗ならではの、きめ細かいサポートで 3つの安心

落 下

衝 突水漏れ

液晶
割れ

液晶割れや水濡れなどの、アクシデントによる破損・事
故の修理（メーカー保証対象外の故障）は、ご卒業予定の
2027年3月末まで最長4年間、保険にて修理いたします。
※動産補償の詳細は機種ごとに異なります。
　下記をご参照ください。

2021年4月～2022年11月 関大生協受付分より

修理費用が限度額を超える場合は、有償修理となります。

液晶割れや破損での修理依頼
実はこんなに多いんです

液晶割れや落下による
破損修理

1年目 2年目 3年目 4年目
年間累積限度額 15万円 15万円 15万円 15万円

４年間の動産補償で『壊した』時も安心

×経年劣化に伴うバッテリーの消耗　×パソコンの現物が確認できない損害（火災の場合は公的証明で確認する。）　×盗難、
紛失、置き忘れ、放置、詐欺、横領による損害　×噴火、地震、洪水などの自然災害による損害　×所有者の故意及び重過
失による損害　×虫食い鼠食い、性質および環境による錆、カビ変質変色　×戦争、内乱、テロによる損害　×誤用、乱用、
使用上の誤りにより生じた損害　×ソフトウェアのインストールによる損害　×データ、ソフトウェアの消失及び損害（ウィル
スに起因する損害を含む）　×関大生協以外で修理を行った場合の修理費用および諸経費　×海外で発生した損害　×明ら
かに故意的に破壊した状態と判断された場合

※4年間のメーカー保証、動産補償はパソコン本体のみ有効です。AC アダプタ、バッテリー、マウスなど付属品は対象外です。
※4年間のメーカー保証、動産補償は関西大学に在籍している限り有効です。 
※いかなる場合もお客様が作成したデータ、ファイルは補償できません。大切なデータはご自身でバックアップをとる習慣をつけましょう。

◦落下　◦液晶割れ　◦水濡れ　◦落雷　◦火災対象となる主な場合

対象外となる主な場合

富士通LIFEBOOKは2027年3月末まで
修理費用 最高１５万円（税込）まで補償します

現物が確認できない紛失・盗難は一切補償されませんので、ご注意ください。
〈動産補償について〉

1

修理の際に、自己負担金5,000円が必要です。

重 要

大学生に多く見られる事例

落下
衝突 水濡れ

修理代金 約8万円 修理代金 約10万円 修理代金 約14万円

OFF ON
WIRELESS

SD

液晶画面
割れ

動産補償による3回目以降の交換は有償となります。
Surface 本体（タブレット）のみの補償となり、キーボードカバー（タイプカバー）・タッチペンは対象外となります。

1年目 2年目 3年目 4年目

Surface Pro は2027年 3月末まで
最大 2 回まで無償交換いたします。

リファービッシュ品（メーカー再生品）への交換となります。
Surfaceは修理ではなく

Microsoft Complete for Business
最大２回までの交換対応

修理費用が限度額を超える場合は、有償修理となります。

1年目 2年目 3年目 4年目
年間累積限度額 15万円 15万円 15万円 15万円

Let's note は2027年3月末まで
修理費用 最高１５万円（税込）まで補償します

修理の際に、自己負担金5,000円が必要です。

212件
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通常利用時での故障（メーカー保証の範囲）は、
ご卒業予定の2027年3月末まで最長4年間、無償で修理いたします。

メーカー保証内の
修理は

Surface Pro9は製品交換となります

４年間のメーカー保証で『壊れた』時も安心

生協店舗のカウンターで無料でご相談受付ます

故障した時の修理金額例

急に電源が
入らなくなった
メインボード交換

画面に線が
入っている。
液晶パネル交換

パソコンから
異音がする
FAN ユニット交換

約￥65,000 約￥103,000 約￥48,000

　パソコンに関する様々なご相談に対応するため、
千里山キャンパスの店舗内には専門のカウンターを
常設しています。
　大学内に店舗があり、同じパソコンを多くご利用
いただいているからこそ、大学生が起こしがちな
PC トラブルの事例を知っています。可能な問題は
できる限り、その場で解決します。悩み事や困りご
とがあれば、授業の合間にご遠慮なくお立ち寄りく
ださい。

※店舗で改善できない場合は修理をご案内致します。
※混雑状況やパソコンの症状により、数日のお預かりとなる場合がございます。
※関大生協でパソコンをご購入いただいたお客様へのサービスとなります。

※修理期間中、ご希望の方には同等スペックのパソコンを貸し出し致します。

関大生の PC トラブル主な例

起動したら見たことのないソフトが立ち上がる・・・。
　→詐欺まがいのスパイウェアソフトが、たくさん入っていました。

動作が遅くなったような気がする・・・。
　→長い間、Windows の更新がされていませんでした。

突然、インターネットに繋がらなくなった・・・。
　→無線 LAN の設定がオフになってました。

故 障

2

3

大学内店舗ならではの、きめ細かいサポートで 3つの安心

４年間無償修理
いたします

重 要

一般店と比べてください！



■■■■■■■■■■■

関西大学では、自宅などから参加するオンライン授業が導入されています。
また、対面授業でも、資料の配布やレポートの提出などに、パソコンを活用します。
大学生活をスムーズに始めるには、パソコンやOffi  ceソフトの操作スキルが欠かせません。

　入学してからの1年間の授業は、語学を除いて、ほとんど
がオンラインでした。Dropboxで配信される動画をパソコン
で視聴して、ネット経由でレポートを提出する形式が多かっ
たです。英語のテストでは、自宅からZoomで参加すること
もありました。カメラをオンにしながら、リスニングの回答
をパソコンで選択しました。
　授業のレポートはWord、プレゼンではPowerPointをよく
使いました。友人に教えてもらったり、自分で調べたりしな
がらレポートを提出しています。
　これからは、デザインを工夫して見やすい
プレゼン資料を作れるようになりたいと
考えています。（談）

　語学の授業で毎週Zoomを使っていました。途中から「ブ
レイクアウトルーム」の機能を使って、グループに分かれて会
話しました。入学するまでZoomを使ったことがなく、入学後
も使い方の説明はなかったので、戸惑いながら対応しました。
背景のぼかし方が分からず、苦労したこともありました。
　WordやPowerPointを使ってレポートを提出したり、
「Google Scholar」を使って学術論文を検索したりしました。
新入生の皆さんは、WordとPowerPointの使い方に慣れて
おいた方がよいと思います。
　今後は、研究でExcelが絶対に必要にな
るので、Excelの機能や関数などを使いこ
なせるようになりたいです。（談）

社会学部
社会システムデザイン専攻

新2回生

敦
あつ

見
み

 結
ゆ い

七
な

さん

配信動画を見て
ネットでレポートを提出

社会学部
社会システムデザイン専攻

新2回生

石
いし

原
は ら

 里
り

桜
お

さん

語学の授業で
Zoomの使い方に戸惑った

　パソコンの活用は授業前からスタートします。開講される授業の内容をシラバスなどで確認して、受講する授業をインターネット
経由で登録します。抽選で受講者を決定する授業の場合、抽選結果もネットで確認します。
　それぞれの授業では、資料やレポートの作成、成績発表など、ワープロソフト「Word」、表計算ソフト「Excel」、プレゼンテーショ
ンソフト「PowerPoint」などのソフトを利用します。
　オンライン授業も当たり前の存在になりました。「Zoom」などのオンラインミーティングサービスを使って、自宅からリアルタイ
ムで参加する形式の授業もあります。
　また、上級生になると、学会や就職説明会などに参加する機会もあります。最近はこうした活動でも、オンラインミーティングサー

ビスの利用が広がっています。
　学生生活の中では、このほかにも、資格取得や
語学学習、サークル活動、インターンシップなど、
パソコンやオンラインミーティングサービスの利
用を前提にした活動がたくさんあります。必要な
知識やスキルを身に付けて、充実した大学生活を
過ごしましょう。

今どきの関大生は
パソコン活用が常識！

先輩に
聞きました！

履修登録 プレゼンテーション

海外留学

オンライン授業

語学学習

インターンシップ

レポート提出

サークル活動

就職活動

卒業論文

関大生の
パソコン
活用例
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関大生のパソコン活用術



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

役立つコンテンツを大学4年間読み放題
クラウドサービス「日経パソコンEdu」

関西大学では、自宅などから参加する「オンライン授業」が導入されています。
また、対面式の授業でも、資料の配布やレポートの提出などに、パソコンを活用します。
大学生活をスムーズに始めるには、パソコンやOfficeソフトの操作スキルが欠かせません。

　入学してからの1年間の授業は、語学を除いて、ほとんど
がオンラインでした。Dropboxで配信される動画をパソコン
で視聴して、ネット経由でレポートを提出する形式が多かっ
たです。英語のテストでは、自宅からZoomで参加すること
もありました。カメラをオンにしながら、リスニングの回答
をパソコンで選択しました。
　授業のレポートはWord、プレゼンではPowerPointをよく
使いました。友人に教えてもらったり、自分で調べたりしな
がらレポートを提出しています。
　これからは、デザインを工夫して見やすい
プレゼン資料を作れるようになりたいと
考えています。（談）

　語学の授業で毎週Zoomを使っていました。途中から「ブ
レイクアウトルーム」の機能を使って、グループに分かれて会
話しました。入学するまでZoomを使ったことがなく、入学後
も使い方の説明はなかったので、戸惑いながら対応しました。
背景のぼかし方が分からず、苦労したこともありました。
　WordやPowerPointを使ってレポートを提出したり、

「Google Scholar」を使って学術論文を検索したりしました。
新入生の皆さんは、WordとPowerPointの使い方に慣れて 
おいた方がよいと思います。
　今後は、研究でExcelが絶対に必要にな
るので、Excelの機能や関数などを使いこ
なせるようになりたいです。（談）

「日経パソコンEdu」の4年分のライセンスが付属

「パソコン＆オンライン授業 活用読本」

社会学部 
社会システムデザイン専攻 

新2回生

敦
あ つ

見
み

 結
ゆ い

七
な

さん

配信動画を見て
ネットでレポートを提出

社会学部 
社会システムデザイン専攻 
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語学の授業で
Zoomの使い方に戸惑った

　パソコンの活用は授業前からスタートします。開講される授業の内容をシラバスなどで確認して、受講する授業をインターネット
経由で登録します。抽選で受講者を決定する授業の場合、抽選結果もネットで確認します。
　それぞれの授業では、資料の配布やレポートの提出、成績発表など、パソコンの利用を前提にしています。授業によって、ワープロ
ソフト「Word」、表計算ソフト「Excel」、プレゼンテーションソフト「PowerPoint」などのOfficeソフトを利用します。
　オンライン授業も当たり前の存在になりました。「Zoom」などのオンラインミーティングサービスを使って、自宅からリアルタイ
ムで参加する形式の授業もあります。
　関西大学は、他大学との「単位互換制度」を導入しています。これによって、ほかの大学の授業を受講して、卒業のための単位にする

ことができます。また、上級生になると、学会や
就職説明会などに参加する機会もあります。最近
はこうした活動でも、オンラインミーティングサー
ビスの利用が広がっています。
　学生生活の中では、このほかにも、資格取得や
語学学習、サークル活動、インターンシップなど、
パソコンやオンラインミーティングサービスの利
用を前提にした活動がたくさんあります。必要な
知識やスキルを身に付けて、充実した大学生活を
過ごしましょう。

　パソコン活用やオンライン授業に欠かせない知識やノウハウをまとめて紹介する1冊が「パ
ソコン＆オンライン授業 活用読本」（活用読本）です。WindowsとMacの基本操作、オンラ
イン授業のためのミーティングサービスの使い方、カメラやマイクの設定方法、Word/Excel/
PowerPoint入門などを、初心者にも分かりやすく解説しています。　また、大学生の授業や資
格取得、就職活動などに役立つオンライン教材サービス「日経パソコンEdu」（Edu）の4年分の
アクセス権も付属しています。活用読本は、一般の書店や量販店では購入でない特別商品です。

今どきの関大生は
パソコン活用が常識！

　大学生活での授業や資格取得、就職活動などに役立つICT活用の多彩な
コンテンツをPDFで提供するクラウドサービスです。「日経パソコン」など
の専門誌の記事のほか、100冊以上の専門書を提供しています。

先輩に
聞きました！

約3万2000円
に相当

一般価格なら

4年分の
ライセンスが付属

Officeソフト入門オンライン授業入門Windows入門 Mac入門

G-1
注文番号 ¥6,500（税込）

組合員
価格

関大生協でパソコンを購入されていない方

G-2
注文番号 ¥8,500（税込）

組合員
価格

履修登録 プレゼンテーション

海外留学

オンライン授業

語学学習

インターンシップ

レポート提出

サークル活動

就職活動

卒業論文

関大生の
パソコン
活用例

関大生協アカデミック
パソコン購入者特典

中身は…

■■■■■■■■■■■

関西大学では、自宅などから参加するオンライン授業が導入されています。
また、対面授業でも、資料の配布やレポートの提出などに、パソコンを活用します。
大学生活をスムーズに始めるには、パソコンやOffi  ceソフトの操作スキルが欠かせません。

　入学してからの1年間の授業は、語学を除いて、ほとんど
がオンラインでした。Dropboxで配信される動画をパソコン
で視聴して、ネット経由でレポートを提出する形式が多かっ
たです。英語のテストでは、自宅からZoomで参加すること
もありました。カメラをオンにしながら、リスニングの回答
をパソコンで選択しました。
　授業のレポートはWord、プレゼンではPowerPointをよく
使いました。友人に教えてもらったり、自分で調べたりしな
がらレポートを提出しています。
　これからは、デザインを工夫して見やすい
プレゼン資料を作れるようになりたいと
考えています。（談）

　語学の授業で毎週Zoomを使っていました。途中から「ブ
レイクアウトルーム」の機能を使って、グループに分かれて会
話しました。入学するまでZoomを使ったことがなく、入学後
も使い方の説明はなかったので、戸惑いながら対応しました。
背景のぼかし方が分からず、苦労したこともありました。
　WordやPowerPointを使ってレポートを提出したり、
「Google Scholar」を使って学術論文を検索したりしました。
新入生の皆さんは、WordとPowerPointの使い方に慣れて
おいた方がよいと思います。
　今後は、研究でExcelが絶対に必要にな
るので、Excelの機能や関数などを使いこ
なせるようになりたいです。（談）

社会学部
社会システムデザイン専攻

新2回生

敦
あつ
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み

 結
ゆ い
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な
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配信動画を見て
ネットでレポートを提出

社会学部
社会システムデザイン専攻

新2回生

石
いし

原
は ら

 里
り

桜
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さん

語学の授業で
Zoomの使い方に戸惑った

　パソコンの活用は授業前からスタートします。開講される授業の内容をシラバスなどで確認して、受講する授業をインターネット
経由で登録します。抽選で受講者を決定する授業の場合、抽選結果もネットで確認します。
　それぞれの授業では、資料やレポートの作成、成績発表など、ワープロソフト「Word」、表計算ソフト「Excel」、プレゼンテーショ
ンソフト「PowerPoint」などのソフトを利用します。
　オンライン授業も当たり前の存在になりました。「Zoom」などのオンラインミーティングサービスを使って、自宅からリアルタイ
ムで参加する形式の授業もあります。
　また、上級生になると、学会や就職説明会などに参加する機会もあります。最近はこうした活動でも、オンラインミーティングサー

ビスの利用が広がっています。
　学生生活の中では、このほかにも、資格取得や
語学学習、サークル活動、インターンシップなど、
パソコンやオンラインミーティングサービスの利
用を前提にした活動がたくさんあります。必要な
知識やスキルを身に付けて、充実した大学生活を
過ごしましょう。

今どきの関大生は
パソコン活用が常識！

先輩に
聞きました！

履修登録 プレゼンテーション

海外留学

オンライン授業
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関大生協おすすめPC 教材



大学生向けプリンターのご案内

（税込）

12

EW-452A-U
カラリオプリンター

大学内にもプリンターはありますが、混雑状況や時間を気にせず、ご自宅で印刷ができたらやっぱり便利です。
なにかと忙しい大学生の時間・手間・コストを軽減します !

エプソン新学期教材プリンターの
セットアップ動画はこちら

修理
ピックアップ

サービス

プリンターが故障した時は安心の引取修理サービス！
プリンターが故障した時、お店まで持っていくのは大変です。そこで関大生協のオリジナルサービスとして、
ご自宅へ故障したプリンターを無料で引き取りに伺うサービスを行っています。
もちろん、修理完了後はご自宅へお届けします。
※保証書は紛失しないようにお願いします。保証期間外の場合、修理代が別途必要です。（メーカー保証1年）
※ご依頼の際は保証書をお持ちの上、関大生協パソコンカウンターへご依頼ください。アカデミックモデルのみのサービスとなります。

¥13,000

プリンターの詳しい情報や動画をWeb で公開中！

アプリ「Epson SmartPanel」で
スマホからカンタン接続可能

4色独立インクカートリッジ
便利な自動両面プリント対応

置き場所を選ばない
コンパクトボディ

ブラックインクが少なくなっても…

カラーインクがなくなっても…
ブラックインクだけでモノクロ印刷する

「黒だけでモード」

カラーインクでモノクロ印刷する
「黒インクセーブモード」

インクカートリッジ
マグカップ ®

組合員
価格

注文番号
D-1

自動両面
プリント

（ハガキ対応）

印刷サイズ
カード名刺～

A4対応

印刷スピード
L 判写真
約70秒

背面給紙
A4普通紙

最大100枚

液晶パネル
1.44型

4色：マグカップ
顔料1色
染料3色

交換式
メンテナンス

ボックス
対応

フチなし
吸収材

エラー対応

スマホ対応
無線 LAN



便利なパソコンサプライ品のご案内

13

オンライン授業対策はこちらがおすすめです！
自宅のWi-Fi環境の構築に最適です。
●Wi-Fi 6対応ルーター エントリーモデル
●大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」
●死角のない内蔵アンテナ設計
●かんたんセットアップ機能搭載
●W40×D148×H133mm・約300g ※本体のみ
●１年保証

モバイルバッテリー
製品型番：DE-C33L-20000BK
注文番号 E-2

無線 LAN ルーター
製品型番：WSR-1500AX2S-BK

¥6,500

¥7,800

注文番号 E-3
ご利用目安

1ルーム～ 2LDK
利用人数/2人

（税込）

（税込）

USB2.0対応のポータブルDVDドライブ
音楽やDVDビデオをPCで楽しみたい方におすすめです。
● ノートPCと持ち運ぶ際に便利。付属しているUSBケーブル１本で

動作します
●音楽CDの作成やDVDビデオを再生にもおすすめ！
●ボディカラー／ブラック
●W138×D134×H19mm ●約280g●1年保証
※ Surface ProでDVDビデオを再生する際は別途、再生ソフトのインストールが

必要です。

スマホはもちろん、USBType-C搭載のノートPCでも
充電OK!
バッテリーの残量を気にしたくない方におすすめ！
●アカデミックパソコンの充電に対応しています
●低電流モードでBluetoothヘッドセットや、イヤホン等が充電可能
　※詳細は同梱の取扱説明書をご確認下さい。

●ノートパソコンとスマホをまとめて充電可能
●約500回繰り返し使用可能
●約442g
●1年保証

ポータブル DVDドライブ
製品型番：LDR-PMJ8U2LBK

¥3,400
注文番号 E-1

DVDメディア
全種類完全対応

※ブルーレイディスクは
　使えません

（税込）

組合員
価格

組合員
価格

組合員
価格

モバイルバッテリー

無線LANルーター

ポータブルDVDドライブ
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先生からアドバイス 電子辞書を活用するために

国際部
山本 英一先生

政策創造学部　卒業生
山本さんはじめての挑戦➡ 580点！

システム理工学部　卒業生
福島さん540点➡ 660点！

　グローバル化が叫ばれるなか、キャンパスでも職場
でも英語を使える（話す・書く）ことが当然のこととし
て期待されています。大学入学は、英語の勉強を再ス
タート（あるいは本格化）させる絶好のチャンスです。
電子辞書も大いに活用したいところ。そこで３つのアド
バイスがあります。
　英和辞典から英英辞典に切換えましょう。英語の知
識があっても使えないのは、単語や表現を実際のコン
テクスト（場面）に結びつけて理解していないからです。
その第一歩として、英語を簡単な英語で理解すること
が大切。日本語を介さずに単語や表現を覚えること、
そして例文を覚えることで、今までとは異なる英語の
視界が開けてきます。
　類語辞典（Thesaurus）を活用しましょう。たとえば、
日本語の「頂上」を調べると、英語ではsummit、
peak、top、pinnacle など様々な言葉が出てきます。
特に文章（書き言葉）において、日本語は同じ単語を
繰り返し用いることができますが、英語は反復を嫌い

ます。同じことでも別の語彙で言い換える傾向がある
のです。繰り返しのできる類語（同義語）が何かを教
えてくれるのが、類語辞典です。また、類語辞典は反
意語も示してくれるので、これを活用すると、語彙の
幅が広がり、表現を工夫する習慣が身に付きます。電
子辞書には、英和辞典はもとより、英英辞典も類語辞
典も入っています。
　新型コロナウィルス感染症拡大のため、私たちは生
活スタイルの変化を余儀なくされ、大学の授業の多く
もオンラインに切り替わり、自宅での学習機会が多くな
りました。困難な時期は続きますが、この時間を活用
して学習スタイルの見直しも可能でしょう。電子辞書
も、学習に使うだけでなく、じっくり読んでみる、ある
いはトレーニング機能で発音にチャレンジするなど、新
しい活用法が見つかるはずです。困難にめげず、皆さ
んが電子辞書を片手に充実した大学生活を送られるこ
とを祈っています。

　私はこれまで TOEIC®を受けたことが無く、TOEIC®がどんな試験かも全く知ら

なかったので、TOEIC® L&R 15⽇で500点リスニング、リーディングを使って概

要を知るところから始めました。

　まず、Part1からTOEIC®テスト至高の模試 600問を使って、ルールやそのPart

の特徴やポイントを1つずつ確認していきました。そして、それらをノートに書いて

気をつけるポイントを整理したあと、もう1度同じPart の違う問題を解いて、実践

してみるということを繰り返しました。そうすると、だいたい1回⽬に解いたときより

も正解率が上がるので、モチベーションも上げられました。

　また、出てきた単語で分からなかったものはジャンプを押すと、すぐに辞書機能

で意味が出てくるので、効率良く勉強できました。

リスニングも同様にCD 無しで実際に⾳声を聞くことが出来るので、この辞書1台で

全てのPartの対策ができて良かったです。

次回は700点を超えられるように頑張りたいと思っています。

　短期間でスコアアップを狙うため、単語学習と

リスニング力強化に電子辞書を使用しました。も

ともと使っていたキクタン【Advanced】6000

で暗記した後、電子辞書に搭載されているテスト

モードで覚え忘れを補完することができました。

　リスニングでは、NHKラジオ英会話を主に使用

していました。英文が全文載っていて反復練習や、

⾳読するのに最適でした。また⾳声再生スピード

も変更できるので、速めに設定しておくとTOEIC®

本番は驚くほど聞き取ることができました。

　今後はリーディング力の向上を⽬的に、電子辞

書を併用しながら更なるスコアアップに挑戦したい

です。

TOEIC® チャレンジ！に挑戦した先輩たちの体験談をWeb で公開中！

電子辞書
2023年新入生様向け　アカデミックモデル

大学生の必需品！

電子辞書でTOEIC®チャレンジ！
関大生の皆さんが、電子辞書のコンテンツを活用して TOEIC®に挑戦しました

電子辞書で TOEIC®を勉強し、 
580点獲得しました！

電子辞書を使って、 
スコアアップに挑戦します！
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大学4年間で電子辞書を活用して英語を使いこなせるようになりましょう！

までは では

英語　●高校生の定番は「ジーニアス英和辞典」。
　　　　収録語数は、約105,000語

国語　●新明解や広辞苑など、学習の場面での使用が中心

その他●受験生向けの教科別用語集や、
　　　　小辞典などの学習用コンテンツが重宝

英語　●研究に対応できる豊富な専門用語が必須
　　　●数十万語クラスの英和辞書が必須
　　　●本格的な英英辞典が必須
　　　● TOEIC、TOEFL などの対策が必須
国語　●専門用語に対応した国語辞典や百科事典
その他●第二外国語の辞書が必須
　　　●就職活動に役立つビジネス辞書

基礎力を身に着け大学入試で力を試す 自分の分野で活躍できる実践力の養成

Q.電子辞書の高校生モデルと大学生モデル違いはありますか？
高校と大学では必要とされる
辞書が違います。A.よくある

お問い合わせ
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以下の学部にご入学される皆さまに最適です。
●法学部　　　　●文学部　　　　●経済学部
●商学部　　　　●社会学部　　　●政策創造学部
●外国語学部　　●人間健康学部
●総合情報学部　●社会安全学部

以下の学部にご入学される皆さまに最適です。
●システム理工学部　●環境都市工学部
●化学生命工学部

②ホワイト①ブラック

衝撃から守るセミハードタイプの電子辞書ケース

電子辞書・文系モデル＋第二外国語コンテンツカード優待割引券
製品型番：AZ-SX9810

¥39,000 ¥39,000
注文番号 F -1 注文番号 F -2

英語強化コンテンツ　高度な英語学習をサポート！ 理系強化コンテンツ　理系学生必携の辞書が揃っています !

文系
モデル

理系
モデル

衝撃に強く撥水性にすぐれたセミハードタイプ
の電子辞書ケース
●サイズ：幅 180 ×奥行145 ×高さ 45mm
●質量：約120g

電子辞書専用ケース PDA-EDC31シリーズ

¥1,000
ご注文の際はご希望の色をお選びください
①ブラック　②ホワイト　

※ボディカラーはホワイトです ※ボディカラーはブラックです

新英和大辞典
第六版

最大級の
語義・用例を収録

岩波　理化学辞典
第5版

幅広い理系分野の
用語を収録

新和英大辞典
第五版

最新・最大・
最強の和英辞典

理化学英和辞典

理系分野の専門用語、
学会の慣用語を収録

オックスフォード
連語辞典

自然な英語を書き、
話すための連語辞典

自然科学系 和英大辞典
増補改訂版　第5版

学術用語を
豊富に収容

オックスフォード
新英英辞典 改訂2版

世界中の英語を
広範囲に収録

自然科学系 英和大辞典
増補改訂新版

新しい情報に対処
できる理科系英和

ロングマン現代
英英辞典 6訂版

意味や慣用句、
使用例を詳しく収録

高校数学
解法事典 第9版

解法定石の
集大成版

主な共通コンテンツ　電子辞書なら200コンテンツを収録！

ジーニアス
英和大辞典

新編
英和活用大辞典

リーダーズ
英和辞典 第3版

リーダーズ・
プラス

オックスフォード
現代英英辞典 第10版

200万語 専門用語
英和・和英大辞典

ダントツ SPI 一般常識＋
時事 一問一答問題集

史上最強 SPI ＆テストセンター 
超実践問題集

ダントツ SPI
一門一答 問題集

経済・ビジネス
基本用語 4000辞典

経済・経営
用語辞典

大学生には大学生の電子辞書が必要です
早期
購入

特典あり

PC・辞書
同時購入
特典あり

詳しくは18ページへ

電子辞書・理系モデル＋第二外国語コンテンツカード優待割引券
製品型番：AZ-SX9860

卒業までに英語を使えるようになりましょう！！

※

※パソコンと電子辞書を同時に購入された方は、特典として付属してます。

組合員
価格

（税込）

（税込）（税込）

注文番号
F-3

組合員
価格

組合員
価格

※関西大学ではほとんどの学部で第二外国語が必要です
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昨年は763名の関大生の皆さまにご購入いただきました

アカデミックモデルは安心の３大特典付

電 子 辞 書 を ご 購 入 の お 客 様 だ け の 特 別 企 画
第二外国語学習コンテンツ（ダウンロード版）を特別価格でご購入いただけます

電子辞書に「第二外国語優待割引券」を封入しています。
第二外国語が決まりましたら、割引券を生協店舗へお持ちのうえ、ご希望の語学カードを

生協店舗にて（カタログでは販売しておりません）お買い求めください。

XS-SH24DL-B XS-SS04DL-B XS-OH29DL-B

XS-HA09DL-B XS-SH26DL-B XS-SA28DL-B

電子辞書の詳しい情報や動画をWeb で公開中！

4月末
まで

中 国 語 ド イ ツ 語 フ ラ ン ス 語

ス ペ イ ン 語 韓 国 語 ロ シ ア 語

中日辞典
第3版

アクセス　独和辞典
第3版

ロワイヤル
仏和中辞 第2版

西和中辞典
第2版

朝鮮語辞典 コンサンス
露和辞典 第5版

ゼロから始める
中国語

ゼロから始める
ドイツ語

プチロワイヤル
和仏辞典 第3版

和西辞典
改訂版

ゼロから始める
韓国語

ゼロから始める
ロシア語

日中辞典
第3版

アクセス
和独辞典

プチロワイヤル
仏和辞典 第4版

現代スペイン語
辞典　改訂版

日韓辞典 コンサンス
和露辞典 第3版

口が覚える
中国語

口が覚える
ドイツ語

ゼロから始める
フランス語

口が覚える
フランス語

ゼロから始める
スペイン語

TOEIC®テスト
ハイパー模試

TOEIC®テスト
至高の模試600問

15日で500点突破 TOEIC® 
LISTENUNG AND READING TEST

TOEIC®テスト
やり込みドリル

キクタン
TOEIC® TEST SCORE 500/600/800/900

TOEIC®テスト
スコアアップ

TOEIC®
テスト

スコアアップ
新形式

問題集付き

通常税込価格 ￥6,000
優待特別価格 (税込)¥3,800各

最新のTOEIC®問題集も充実しています！

メーカー保証を在学期間中の最大4年間に延長し
ました。ご卒業予定の2027年3月末まで、最長
4年間、自然故障は無償で修理いたします。

液晶割れや水濡れなど、メーカー保証でカバーで
きない修理は学割価格で修理いたします。
例 : 落下による液晶割れ　
通常価格￥13,750→学割価格￥5,500

　多くの企業が、新入社員の採用時や昇進時の判断基準としているTOEIC®。大学生モデルの電子辞書は、「TOEIC L&R テスト」対策のコンテンツが大
充実！初めて受験する方から本格的な模試まで、計10コンテンツを収録。気軽に持ち出せる電子辞書だから、空き時間のコツコツ勉強にも最適です。

※第二外国語コンテンツは千里山キャンパス（凜風館3階）、高槻キャンパス（厚生棟2階）の生協店舗で販売しています。
※電子辞書に封入されている優待割引券を店舗までお持ちください。通販での販売、発送は行っておりません。
※紛失された場合は、通常アカデミック価格 ( 税込￥6,000) での販売となります。あらかじめご了承ください。
※追加コンテンツは電子辞書本体に内蔵された Wi-Fi 経由でのダウンロードとなります。

電子辞書は大学生の学習や研究において、必要不
可欠です。本モデルはコンテンツのダウンロード
カードを含め、メーカー協力のもと、一般店より
も圧倒的にお買い得な価格で販売しています。
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インターネットからのお申し込み（4月15日㈪まで）

インターネットからのお申し込み（4月15日㈪まで）

1.

1.

■お申込み期間

2023年2月1日(水)～2023年4月15日(土)まで
※FAX・郵送でのお申込みは2023年3月17日（金）までとさせていただきます。
※パソコン、電子辞書は凜風館3階の関大生協店舗でも販売しています。
※販売期間であっても、商品が完売しましたら販売終了とさせていただきます。

パソコン電子辞書予約受付係
☎（06）6368－7536

商品のお申込み方法

同時購入特典 (3月31日までにパソコンと電子辞書を同時にお申し込みいただきましたお客様限定！)

早期購入特典 (3月17日までお申し込みいただきましたお客様限定！）

USB ヘッドセット
（両耳オーバーヘッドタイプ）

カシオ純正・電子辞書ケース
EX-word のロゴ入りブックカバースタイル

パソコン・電子辞書は精密機械
です。ケースに入れて持ち運
びすることをおすすめします。

Web サイトで最新情報を公開中！
新入生向け特設サイトではカタログでは掲載しきれな
い詳細情報や動画を公開中。
ぜひご覧ください。

生協の店舗では実機を展示しています。
千里山キャンパス内の店舗では2月15日（水）より商
品を展示予定です。実際に実機に触れていただくこと
も可能ですので、お気軽にお越しください。

2月・3月の店舗営業時間　平日11時〜15時
最新の営業時間は HP をご参照ください。

パソコンと電子辞書を同時にお申し込みいただきましたお客様にヘッドセット
と電子辞書ケースをプレゼント！
同時にご購入、ご入金をいただきました場合に限ります。

3月17日（金）までにパソコンをお申し込みい
ただいたお客様には USB フラッシュメモリを、
電子辞書をお申し込みいただいたお客様には
液晶保護フィルムをプレゼント！

合計
¥4,000

相当の商品を
プレゼント！

電子辞書の早期お申込みで
カシオ純正・液晶保護フィルムUSBフラッシュメモリ32GB

パソコンの早期お申込みで
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A. 銀行振り込み
三菱 UFJ 銀行　淡路支店　普通預金
口座番号：1685443　口座名義：関西大学生活協同組合

B. 生協の店舗でお支払い（平日のみ）
関西大学　千里山キャンパス凜風館3階
購買店パソコンカウンターへ直接お越しのうえ、お支払いください。
※ 現金、もしくは VISA カードでのお支払いが可能です。
 　（JCB など他ブランドのカードはご利用いただけません。あらかじめご了承ください。）

 各種方法にてお支払いください。（ご入金確認後の発送手続きとなります。）

インターネットからのお申し込み（4月15日まで）1.
●手書き項目がなくラクラク申し込み！
●在庫状況やお届け可能日が確認できます。
●パソコンはもちろん、スマホからも24時間アクセス OK！

https://www.kandai.ne.jp/Webshop/html/

「関大生協 Web ショップ」にアクセスし、必要事項をご入力ください。

スマートフォンからも
お申し込み可能です。

2023年２月1日（水）OPEN
予定

商品のお渡し方法
ご注文をいただいた商品は
2月19日（日）より、順次、ご指定のご住所へ
お届けいたします。

・3月22日（水）までにご入金をいただきましたお客様は、3月末までにお届けいたします。
・3月23日（木）以降のご入金のお客様に関しましては、商品の在庫状況によっては、
  4月中旬以降のお届けとなる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
・合計金額20,000円以上は送料無料です。
・合計金額20,000円未満は送料1,000円いただきます。

3. JACCS ショッピングローン（分割払）でのお申し込み（4月15日まで）

●商品代金を提携信販会社の株式会社ジャックスを通し、分割払いでお支払いいただけるサービスです。
●生協店頭（千里山キャンパス凜風館3階）でのみお申し込みが可能です。
●審査結果によりご希望にそえない場合がございます。あらかじめご了承ください。

2. FAX・郵送でのお申し込み（3月17日まで）

① 本カタログ同封の「予約・購入申込書（緑色表紙の3枚綴り）に
必要事項をご記入ください。

② 申込書を FAX で送信、もしくは1枚目を郵送でお送りください。

③ 各種方法にてお支払いください。（ご入金確認後の発送手続きと
なります。）

インターネットからのお申し込みはこちら
https://www.kandai.ne.jp

関西大学生協 学習教材 予約購入 申込書【郵送・FAX用】
パソコン・電子辞書カタログ記載の商品は、こちらの申込用紙でお申込下さい。

パソコン、電子辞書は２０２３年２月１９日（日）より発送予定です。

1. お申込の前に
関西大学ではパソコン等の推奨仕様を定めていま
す。ご購入前に最新の情報を必ずご確認ください。

https://www.kansai-u.ac.jp/byod/

2. お申込期間
この用紙でのお申し込み期間は

2023年3月17日（金）までとさせていただきます。

※以降はWebショップ、もしくは生協店舗（千里山キャンパ
ス凜風館3階）でお申し込みください。

3. お申し込み方法
① 申込書の必要事項を全て記入し購入する商品にチェックをい
れてください。

②購入する商品の合計金額を右下の合計欄に記入してください。
③上記合計金額を4．お支払方法の口座へお振込ください。
④お振込み日、お振込み金額、お振込み元の銀行名、支店名を
申込書へご記入ください。

⑤同梱されている封筒に申込書の1枚目を（パソコン・電子辞
書予約係行）でお送りください。

※FAXの場合はFAXで送信してください。
※2枚目はお客様控えです。大切に保管してください。
⑥お申込書が到着しご入金が確認できましたら担当者から配送
日時の確認の連絡をいたします。

※申込書とご入金が確認できないと商品が配送されませんので
お気をつけください。

FAX番号06-6368-7558

※郵送・FAX以外での申込方法のご案内

【インターネットでのお申し込み】
◦インターネットからでもお申し込みが可能です。 
https://www.kandai.ne.jp/webshop/html/ 
※ パソコン・電子辞書の在庫状況や、配送日時は 
右記QRコードからご確認ください。

【生協店頭でのお申し込み】
◦千里山キャンパス凜風館3階の生協店頭にて2月初旬より、
パソコン・電子辞書の販売を行っております。

◦実機にも触れていただけますので、お気軽にお越しください。
※店頭での購入の場合は生協HPにて営業時間をご確認の上ご
来店をお願いします。

【ショッピングローン（分割払）でのお申し込み】
◦商品代金を提携信販会社の株式会社ジャックスを通し分割払
いでお支払いいただけるサービスです。

◦生協店頭（千里山キャンパス 凜風館３階）でのみお申し込
み可能です。

◦審査結果によりご希望にそえない場合がございます。あらか
じめご了承ください。

4. お支払方法
【銀行振込】
　三菱UFJ銀行　淡路支店　普通預金
　口座番号：1685443
　口座名義：関西大学生活協同組合
◦恐れ入りますが、振込手数料はお客様のご負担でお願いします。

【生協店頭（千里山キャンパス　凜風館3階）】
現金のほか、VISAカードでのお支払いがご利用いただけます。

5. お渡し方法
ご入金確認後、ご指定のご住所へお届けいたします。（2月19日
より発送予定です。）
3月22日（水）までにご入金をいただきましたお客様は3月末ま
でにお届けします。
※3月23日（木）以降のご入金のお客様に関しましては、商品の
在庫状況によっては、4月中旬のお届けとなる可能性がござ
います。

◦3月29日（水）～4月1日（土）は特に大学周辺道路の混雑が予想
されます。
下宿先への配達はご希望の時間帯より遅れる可能性がござい
ますので、あらかじめご了承ください。

6. その他・ご注意事項
①パソコン、電子辞書とも台数に限りがございます。売切れの
際は販売終了とさせていただきます。

②組合員証の発行時期と前後するため、まだ組合員になられて
いないお客様でも、組合員価格にてご提供をさせていただい
ております。

③合計金額20,000円以上は送料無料です。
　合計金額20,000円未満の場合は別途送料1,000円いただき
ます。

申込書送付先、 
お問い合わせ先

関西大学生活協同組合　パソコン・電子辞書予約係

〒565-0842 大阪府吹田市千里山東3–10–1
TEL：06-6368-7536
FAX：06-6368-7558

E-mail：ku-shop@kandai.ne.jp
HP：https://www.kandai.ne.jp/



新入生・保護者
入学前説明会

【日　程】2023年3月11日（土）
【場　所】千里山キャンパス　凜風館2階

パソコン・電子辞書
展示販売会

各商品の詳しい情報や最新情報は
ホームページをご参照ください。

【日　程】 2023年3月 6 日（月）～ 10日（金） 
2023年3月22日（水）～ 31日（金）
 （土日を除く）

【場　所】 千里山キャンパス  
凛風館3階　パソコンカウンター

【時　間】11：00 ～15：00

千里山キャンパス内の特設会場にて、展示販売会を実
施いたします。
※ 入学前説明会のご参加は事前予約制となります。詳

しくは下記の関大生協ホームページをご確認くださ
い。

千里山キャンパス内の特設会場にて、展示販売会を実施いたします。
ご予約不要ですので、お気軽にお越しください。

コロナウイルスの影響等により予定が変更される場合が
ありますので、詳細はHPにてご確認ください。

コロナウイルスの影響等により予定が変更される場合が
ありますので、詳細はHPにてご確認ください。

【開 催 日】  2023年3月6日（月）～30日（木） 
※3月20日（月）、23日（木）、土日祝除く

【申込期限】 開催日前日
※お申込み多数の場合、早期に受付を終了させてい

ただく場合がございます。

【開催時間】 • 10時30分～11時30分
     （10時15分より受付開始します）

 • 12時～13時
    （11時45分より受付開始します）

【開催場所】  関西大学千里山キャンパス内
 凜風館3階 会議室 

平日開催
保護者説明会

関西大学生活協同組合
2023年 新入生サポートページ

https://www.kandai.ne.jp/
fresh/

06-6368-7536
06-6368-7558 

TEL

FAX

お問い合わせ

予約制

予約制

予約不要


