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②事前（入学前）チャージ ＋ 定期オンラインチャージ
大学生活スタートのための教科書や文具の購入や、毎日の食事にしっかり使うことができます。

生協電子マネー

③ファーストショップのご案内
ファーストショップオリジナルメニューをお楽しみください

　小さい店舗ではありますが、毎日約５０種類以上のメニューをご用意しております。「こんなメニューが欲しい。」「こんな丼が食
べたい。」など組合員様からのご希望を出来る限り取り入れ、日々ひとつでも多くのメニューが増える様に努力しています。
　組合員様とファーストショップスタッフのコミュニケーションが良いアットホームなお店です。

ハンバーグ＆蒸し鶏ピリ辛弁当 醤油揚＆茄子味噌炒弁当

★大人気！！ 日替わりで、１種類のお弁当と４～５種類の丼の販売があります★

★毎週火曜日は、焼きたてパンの日！ ハンバーガーやホットドッグ、チュロスやドーナツなど12～15種類、火曜日だけのお楽しみ★
※メニューは例です。変更になる場合がございます。

＊ごはん付き

丼人気メニュー

マヨカラ丼 カレー丼

３９弁当

豚塩丼ビビンバ丼

ほっかる丼

単品人気メニュー

ポテト チキンカツ たまごかけごはん 具だくさんみそ汁

■ 生協加入登録方法

■ 加入手続き期間 ■ 組合員になるとできること

　甲南大学生協は、入学から卒業までの様々なシーンで、ご加入をいただいた組合員の皆様のサポートをしています。
　生協への出資金の払込みは大学からの「合格通知」に添えられている振込用紙をご使用いただき、学費等の納付手続きと併せて
手続きをお願いします。また、期日までに「生協に加入する」という意志を示していただくために、「加入登録」が必要です。
　加入登録を怠ると、テキストの組合員割引ができなくなったり、大学生活に必要な生協からのご案内が届かない恐れがあります。
必ず、加入登録をwebより行ってください。

必ず出資と加入登録が必要です

※詳しくは、「加入手続きのご案内」をご覧ください。

※学生総合共済と合わせておすすめする保険・サービスもご準備しております。
　詳しくは、「加入手続きのご案内」をご覧ください。

①生協加入手続
自らのより良い大学生活のために

甲南大学生協 受験生・新入生応援サイトへ

学生証での
買い物 教科書の購入

店舗の利用 学生総合共済
への加入

ひとことカードへ
意見を出す

教習所・旅行の
申込み

学生総合共済

https://www.knu.jp/start/index.html
検索甲南大学生協　受験生・新入生応援サイト

年内入試合格の方

3月11日（木）～3月18日（木）

一般入試合格の方

3月11日（木）～3月22日（月）

健康で安心な大学生活をおくるための保障制度

甲南大学生に
４年間で1,026件、
6,591.4万円の給付が
ありました。

学生総合共済
（生命共済AF型）

食べること、学ぶことを支える仕組みです。
　学ぶために必要な教科書･参考書・文具を含む教材をきちんと購入し「学ぶこと・食べること」を安心してスタートしていただくた
めに、甲南大学生協では、入学前に保護者の方からお預かりした55,000円（事前チャージ代金）を学生証にチャージした状態で入
学式の日にご本人のお手元に届くようにするサービスを行っています。学生証（生協電子マネー機能付）は入学式後に大学学生部
より配布されます。

定期オンライン
チャージの
お申込みを

おすすめします。

入学前にチャージしていただくことで、学ぶ
ために必要な教科書や文具などの教材をき
ちんと購入し、「学ぶこと」の準備をスムーズ
にすすめることができます。

指定期日までに組合員加入および事前（入
学前）チャージの手続きが完了していれば、
学生証を受け取ってすぐに学内の各店舗で
スムーズに利用ができます。

電子マネーの利用履歴（購入履歴）は、イン
ターネット上の「大学生協マイページ」から学
生と保護者双方で確認することができます。

新学期すぐに必要なお金を事前にチャージ
シーン１ 教科書（教材）の購入

約40,000円こちらの金額は目安です。実際に必要な費用は
学部・学科や履修科目により異なります。

1日1食（昼食のみの場合を想定）甲南大
学生の平均金額350円～400円

シーン２ 4～5月の食事代〈食堂・購買の利用〉

約20,000円

こちらの金額は目安です。実際に必要な費用は
学部・学科や履修科目により異なります。

シーン３ 文具・日用品の購入
約5,000円

55,000円
チャージをしていただくお金は、学内
にある生協のお店（購買・食堂）のみ
利用可能な電子マネーになります。
教科書購入や食堂での昼食代など大
学生活に必要なことに利用されるの
で安心です。

現金と比べポイントもつくのでお得

事前（入学前）チャージ

プラス

甲南大学生の病気・ケガ等の給付状況 （2016年4月～
　2020年3月の給付事例）

1,026件
6,591.4万円

合 計

2,265万円

病気入院 215件

570万円

父母扶養者死亡 28件

1万円

こころの早期対応 1件

625万円

病気手術 118件

706.8万円

事故入院 91件

445万円

事故手術 84件

484件 1,506.6万円

事故通院（固定具含む）

3件 72万円

後遺障がい 2件 400万円

本人死亡

※2018年度までの保障制度による
　実績も含まれています。
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サポート

大学生のパソコン選びのポイントをご確認ください！
持ち運び機会の増加に合わせ、Web
授業など自宅利用時にも安心して利用
できるサポートが重要です。
甲南大学生協オリジナルPCには４年間
のメーカー保証に加え万が一のトラブ
ルにも対応できる動産保証が付帯。
困った！をサポートするPCサポートデス
クもお申込み頂けます。

バッテリー 学内外様々な場所でWeb授業を受け
る機会が増えます。コンセントが無くて
も安心して授業が受けられるように15
時間以上のバッテリー駆動時間が必要
です。
万が一充電を忘れていても、短時間で
充電ができる急速充電機能搭載のパ
ソコンをオススメします！

堅牢性 通学中の満員電車で揉まれたり、雨に
濡れることも。４年間持ち運ぶために
は、丈夫なパソコンが必要です。
また、社会人準備への第一歩として
キーボード入力は必須です。タイピン
グがしやすくて、長時間のタイピング
でも疲れないパソコンを選びましょう。

重　量 大学生は、Web授業だけではなく、プ
レゼンテーションや資料作成など
PCを持ち運ぶ機会が増えます。
文具のように持ち運べる軽さとサイ
ズ、それでいて堅牢性の高いものを選
ぶことが重要です。

私たちが自信をもって選びました！ おすすめします！
　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。大学
に入ると授業はもちろん、サークルやクラブ活動といった
様々な場面でPCが必要になります。
　自分たちが実際に大学生活をおくり、こんなPCだったら
使いやすい！と感じたことを話し合い、次の4点にこだわって
選定しました。

１．うっかり充電し忘れた日にも安心して使える
　　バッテリーの持ち。
２．日常の衝撃に耐えうる頑丈さ。
３．文具のようにかばんに入れて、
　　毎日持ち運んでも負担にならない軽さ。
４．レポートなどの作成で疲れにくく、
　　しっかりとタイピングができるキーボード。

　タブレットやスマホが普及し、タイピングが出来ない学生
が増えており、キーボードの入力にしっかりと慣れておくと、
とても強い武器になります。
　充実したキャンパスライフ、その先の社会人に向けての
準備に欠かせない、甲南大学生のためのPCです。私達が自
信を持っておすすめします！ パソコン選定会の様子

ちょっと待って！

そのパソコンで大丈夫ですか！？ 甲南大学生のためのオリジナルパソコン
薄い・軽い・安心のパソコンと共に充実したキャンパスライフを！

シャッター付き
HDWebカメラ

バックライトキーボード

大型スピーカー 内蔵

Inspiron 13 7300
・4年間メーカー保証・4年間動産保証・4年間翌営業日オンサイト修理・24H電話対応
・CPU：Intel 11th Core i5・メモリ：8GB・SSD：256GB・画面サイズ：13.3インチ
・USB-TypeA×2　TypeC×1（PD対応)・HDMI×1
※保守期間は出荷日より4年間となります。　※Office／ウイルスバスターは入学後大学提供のものをご利用頂きます。

30台限定！！

Dynabook GCX
・4 年間メーカー保証・4年間動産保証(引取修理のみ)
・CPU：Intel 11th Core i7・メモリ：8GB
・SSD：256GB・画面サイズ：13.3インチ(タッチ対応)
・USB-TypeA×2　TypeC×2（PD対応)・HDMI×1
※保守期間は2021年4月1日～2025年3月31日となります。
※Office／ウイルスバスターは入学後大学提供のものをご利用頂きます。

詳細はこちら！

詳細はこちら！

とっても便利！ オンサイト保守とは？
自宅でのオンライン授業も安心！

ハイスペックを求めるあなたに！
安心保障付帯のハイスペックオリジナルモデル！

甲南大学情報システム室のご案内
甲南大学生は在学中にMicrosoft 包括ライセンスの【Office365】および【ウイルスバスター】が利用できます。
Office365 とは、Microsoft 社が提供するクラウドサービスであり、大学のメールのほか、
Excel、Word、PowerPoint などを含む最新のMicrosoftOffice が利用できるサービスです。
https://www.konan-u.ac.jp/system/service/office365t-2-2-2

パソコンに不具合が発生！

24時間対応可能のサポート窓口に問合せ！
万が一修理が必要になった場合も、
そのまま電話で受け付け♪
最短翌営業日に対応！
(修理受付は生協店舗でも承ります)

修理に必要なパーツが宅配便で先着
事前連絡で調整した時間に作業員が伺い
現地で修理を実施します。
※作業員はデル・テクノロジーズ株式会社が委託した
　業者の作業員が伺います

毎年400名以上が購入！！

甲南大学生必携の一台！！ 充実サポートのオリジナルパソコン

教育学習支援センター 副所長 篠田先生
マネジメント創造学部 学部長 谷口先生
甲南大学生×甲南大学生活協同組合

監修
選定
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甲南大学生協 おススメプリンター
レポートなどコストを気にせずバンバン印刷！ エコタンク搭載モデル

PCサポートデスク
PCの「困った」を解決する「4年間」のトータルサポートサービスです

インク1セット
標準添付

詳細はこちら！

エコタンク搭載
プリンター

コピー＆
スキャン

スマホ対応

無線LAN
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 ディスクレーベル
プリント

おススメ無料アプリ
Epson iPrint

スマホを使って、
授業のレジュメも

カンタンプリント！

従来のカートリッジと比較し、1セット当たりの金額はほぼ同じ。
インク代・交換回数を圧倒的に削減可能

圧倒的な印刷コスト実現
従来のカートリッジ機とは異なり、
プリンター本体に直接インクを注入します。

参考：エコタンクとは？ココが
違う！

※保守期間はメーカー保証1年＋1年（合計2年）です。+1年にはMyEPSONへのご登録が必要です。
※プリンタは新学期PCとのセット販売特別価格です。
※ご注文いただいた商品は2月上旬より順次発送させて頂きます。
※下宿先へ配送ご希望の方は、入居日以降の日程をご指定ください。
※配送時の時間指定は承りかねます。不在票にてご調整をお願いいたします。

EW-M630W-T

EW-M630W-T

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

ハードウェア故障以外の
トラブルにも対応

PCサポートデスクは、新学期PCをご利用いただく皆様に「使いやす
さ」と、「安心」を提供するサービスです。PCに関する疑問やお困りご
と、修理受付などはすべて「PCサポートデスク」にお任せください。
【多く問合せがあるトラブル】
　インターネットにつながらない
　画面に勝手に広告が表示される
　動作が遅くなった
　ソフトのインストール方法が分からない　など

サポート内容例

※お申込に際しては、約款を必ずご一読くださいますようお願いいたします。

不定期で開催されるPCや周辺機器などを中心とした
ワークショップに無料でご参加いただけます！
例）教材プリンタの活用法
　 レポートの作り方
などを予定していますので、別途ご案内します。
※PCサポートデスクお申込されていない方は、
　有料でのご参加となります。

ワークショップへの無料参加！
LINEで来店予約やPCに関するお問合せをすること
ができます。PCサポートデスクお申込の方だけにア
カウントを後日ご案内いたします。
※ご利用時には会員証と学生証をご提示ください。
※LINEのサポートで解決が困難な場合や、時間がか

かってしまう場合には、ご来店いただくこともござ
います。

LINEでご相談！

学友会館１階Books & Support内に設置されたPC
サポートデスク窓口で、スタッフが対応いたします。
スタッフ常駐時間
11：00～13：00／14：00～16：00（平日）

（営業時間　平日10：00～17：00　土日祝休み）

大学内で故障・お悩みに対応！
メーカーが「修理不能」と判断した場合、代替機対応
に加え、通常発生する免責金を最大3万円まで生協に
て負担いたします。

PC全損時の免責金もカバー！

PCサポートデスクは
新学期PCとセットでご購入ください！

（詳細はガイドブック本誌のP.21をご覧ください）

■PCサポートデスク 申込方法
※甲南大学生協オリジナルパソコンをご購入いただいた方のみ申込みが可能です。
※会員証はご購入頂きました商品と合わせて送付させて頂きます。
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おすすめのセット提案
充実のサポートプラン♪

電子辞書ー理系モデルー
理系学生に最適、留学・就職の英語学習に最適！

送料
無料

甲南大生協では4年間安心でお得な【基本パック】をおすすめします！

パソコン
講座

PCサポート
デスク

※各商品の詳細は、各商品ページにて
　ご確認ください。
※プリンターは、セット販売となります。

新学期
特別価格 199,800円（税込）

（本体価格37,154円＋税）

第２外国語セット
新学期特別価格

　40,870円
第２外国語セットを購入の場合、メーカー希望価格

12,960円のカードが3,870円で付属します。

理系
モデル
留学・就職の
英語学習、

理系学生に最適

対象学部 ◎理工学部　◎フロンティアサイエンス学部

大学生協
オリジナルモデル

万が一故障しても大丈夫！！ 安心の４年間在学保証！！

一般販売店 甲南大学生協

メーカー保証 １年間 メーカー保証 ４年間

（一例）
液晶パネル
が割れた

修理参考価格
１万円前後

（一例）
液晶パネル
が割れた

修理参考価格
￥5,400（税込）

大学生協
なら

安心の
長期保証

保証対象外の修理も
学割！

※本体のみ

（本体価格33,636円＋税）
37,000円

理系専門辞典を収録

理工学部 機能分子化学科 教授 茶山 健二先生 推薦
推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）

教材のお申込はこちらから
https：//online.u-coop.net/ecmypage/login?t=knu

　授業へ持っていく機会も多く、カバン
の中で教科書や荷物によって傷がつい
たり、圧迫されて液晶にひびが入ること
があります。そういったトラブルを避け
るためにも、電子辞書とセットでご購入
ください。

電子辞書ケース

1,202円甲南大学生協
特別価格

DJC-024LBK

（本体価格1,093円＋税） ※写真はイメージです。

オススメ！
オリジナル
パソコン

プリンタ
Web価格：46,178円 PC講座 サポート

デスク 税込特価

基本パック ● ● ● ● ￥199,800

安心パック ● ● ● ￥168,800

サポートパック ● ● ● ￥184,800

ミニサポートパック ● ● ￥153,800

プリンターパック ● ● ￥170,800

DELL 単品 ● ￥139,800

オリジナル
パソコン

プリンタ
Web価格：46,178円 PC講座 サポート

デスク 税込特価

基本パック ● ● ● ● ￥229,800
安心パック ● ● ● ￥198,800

サポートパック ● ● ● ￥214,800
ミニサポートパック ● ● ￥183,800
プリンターパック ● ● ￥200,800
Dynabook 単品 ● ￥169,800

安心保障付帯のハイスペックオリジナルモデル！

甲南大学生必携の一台！！ 充実サポートのオリジナルパソコン

※PC講座は岡本キャンパスの方対象です。
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女
子

150cm～158cm
155cm～163cm
160cm～168cm
165cm～173cm

男
子

165cm～173cm
170cm～178cm
175cm～183cm
180cm～188cm

ビーセーフプロ315

一番スタンダードな
ゴーグルです

ビーセーフプロ319

コストパフォーマンスに
優れたモデル

THE FIRST SHOP（７Ｆ）／Books & Support（岡本キャンパス）でもご購入いただけます。授業前に購入が集中し、
欠品する場合がございますので余裕を持って早めにご購入ください。

白衣・ゴーグルは…白衣・ゴーグルは…

●裸眼専用 ●メガネの上から装着可能

FIRSTでは、実験の授業があります。実験は、白衣・ゴーグルを着用して行います。

3,080円（税込）

甲南大学生協特別価格

1,540円（税込）

甲南大学生協特別価格

1,100円（税込）

甲南大学生協特別価格

先 輩 の 声
実験中、手が汚れたりすると直
せないため、鼻からずれ落ちな
いものを購入したほうがよい。

先 輩 の 声
ナノ系の実験では汚れることも多いの
で気になる方は２枚購入してもよいか
もしれません。

先 輩 の 声
眼鏡をつけている人は、眼鏡の
上からでも大丈夫なタイプをお
すすめします。

RS-80BVF-P

ずれにくく、安全性を
追求したプロ仕様のモデル

3,080円（税込）

甲南大学生協特別価格

先 輩 の 声
万が一のことを考えて保護機能
が高いものがいいと思います。

■実験用白衣

■実験用ゴーグル

FIRSTの授業にオススメの教材です 関数電卓のご案内

教科書販売について

9メモリー 600以上の関数・機能を搭載 ハードケース付

CASIO fx-JP700N
表計算機能など理・工学の学習・研究に最適の高機能モデル

◆ 日本語表示機能で分かりやすい操作性
高精細ディスプレイの採用により、日本語表示を実現。
数学自然表示機能と共に、分かりやすい簡単操作を可能にしました。

【日本語表示例】
機能選択アイコン画面 機能設定画面

※基本関数機能、微分・積分計算、複素数計算、行列・ベクトル計
算、統計計算、科学定数、単位換算など各分野で必要となる機
能を搭載しています。

※表示はすべてハメコミ合成の一例です。

化学元素の原子量を周期表か
ら選択して引用できるので、分
子量計算などに活用できます。

◆周期表機能

【特長機能例】

3,850円（税込）

甲南大学生協特別価格
CASIO fx-JP700N

● 授業やテキストで絶対に使います。
● 使っています。実験や研究、講義など様々な
シーンで使用します。

● 実験では計算することが必ずあるので
あった方が便利です。

● 数学、無機化学・生命分析化学等の授業で
使います。

先 輩 の 声

詳しくは４月初旬に大学の受講資料と一緒に配布されます
「教科書ハンドブック」をご覧ください。

教科書は必須です。
教科書販売期間中に必ずご購入ください。

・教科書購入には、学生証（生協電子マネー機能付）のご利用がお得です！
・事前に事前チャージ＋定期オンラインチャージの申込みをお願いします。
　詳細は「生協・共済加入手続きのご案内」・このガイドブックのP14をご覧ください。

学生証（生協電子マネー）で購入した場合

すべての教科書で10％割引
・現金・図書カードで購入した場合、組合員価格は1冊3,000円未満の書籍は5%割引、
　1冊3,000円以上の書籍は10%割引となります。
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お申込み方法
（パソコン・電子辞書・講座など）

お申込み
受付期間

2020年

12月19日（土）～
※予約商品のため台数に限りがございます。お早めにお申込みください。
※4月3日以降、商品ご購入をご希望の方は学友会館北館１F Books&Supportへお越しください。

2021年

4月3日（土）

ご注文方法

お支払いについて

①ご注文完了後「コンビニお支払い番号」が表示されます。念のため番号をお控えください。
　ご登録のメールへも「【大学生協】ご注文内容のご案内」が届きます。
②7日以内にお近くのコンビニエンスストアの設置端末に入力後、お支払いください。
　※ご注文から7日以内にお支払いされない場合、商品のご予約・お支払い番号が無効となります。
　　 再度WEBサイトよりご注文ください。

コンビニ払い（受付番号方式）　【ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セイコーマート】

商品返品について
商品不良、誤納品の場合は、商品到着から1週間以内に新入生サポートセンターへご連絡ください。
※原則予約商品のため、お客様都合による返品・交換はできかねます。予めご了承ください。
　新入生サポートセンター　TEL：078-441-7910　（開設期間：1月15日～4月16日　平日10：00～16：00）

商品のお届けについて
商品は入金確認後2月上旬（予定）より、随時ご指定の住所へ発送いたします。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、発送が遅れる場合もございます。予めご了承ください。
※送料は無料です。

まずは、「新規登録」をお願いします。
合格者・保護者説明会申込みをすでに行って
いる方は、申込みの際に設定されているID・パ
スワードでログインしてください。

https：//www.knu.jp/start/index.html

検索甲南大学生協　受験生・新入生応援サイト

受験生・新入生応援サイトより「教材購入」へすすむ


