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甲 南 大 学 生 活 協 同 組 合

① 生協加入手続
② 生協オリジナルPC、プリンタ
③ 商品申込方法
④ 教科書購入
⑤ 運転免許

マネジメント創造学部 合格者・保護者説明会
3月20日（土）開催の

大学主催「入学前スクーリングプログラム」内に実施予定です。
詳細は生協ホームページで順次ご案内いたします。



■ 生協加入登録方法

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。
2月中旬ごろ、大学から送られております『甲南大学生活協同組合 加入手
続きのご案内』をご覧いただき、必ず加入手続きをお願いいたします。

必ず出資と加入登録が必要です

全学部共通の「入学準備Guide Book」P.16～とPCサポートデスクについては、P.19をあわせてご覧ください。

①生協加入手続
自らのより良い大学生活のために

②教材を申込む
大学生活での学びへの準備・将来への準備

甲南大学生協 受験生・新入生応援サイトへ

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

西宮（CUBE）の先輩が選んだCUBEキャンパスの方向けオススメモデル！！

重要

大学の第2次入学手続き期間に生協加入・共済・保険等の加入手続きをお願いいたします。

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）
※生協加入手続きがお済みでない場合、学生証（生協電子マネー機能付）でのお買い物の際にポイントが付与されませんのでご注意ください。
※事前チャージのお申込み・お支払いがお申込み期間を超えた場合、入学式当日には事前チャージ入金が間に合わない可能性がございます。
※上記期間を超えてご入学が決まった方は、新入生サポートセンターへお問合せください。

学生証（生協電子マネー機能付）の組合員データ反映に必要な手続きです。
生協店舗は加入してご利用をお願いいたします。

生協加入率
97.9%

■ あわせてお手続きください。
○学生総合共済（生命共済）
○学生賠償責任保険
○就学費用保障保険

詳しくは『学生総合共済パンフレット』と『加入手続きのご案内』をご覧ください。

○生協電子マネー
○事前（入学前）チャージ
　お得な定期オンラインチャージもご検討ください。

詳しくは全学部共通の『入学準備Guide Book』P.10～をご覧ください。

詳しくはこの表紙の
パンフレットをご覧ください！

PCサポート
デスク

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

詳細はこちら！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。

送料
無料

マネジメント創造学部の方は、【サポートパック】をおすすめします！
※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

184,800円（税込）

とっても便利！ オンサイト保守とは？

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

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

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

毎年
約半数の方

が購入！！

在 宅 ワ ー ク
も 安 心 ！

※プリンター、PCサポートデスクにつきましては、上記のQRコードより詳細をご覧ください。
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DELL 単品 ● ￥139,800
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甲南大学生協おススメプリンタ
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

　皆さん、CUBE合格おめでとうございます。大学生になると、パソコンは必須の学習ツールになり、大
学を卒業して社会人になると、パソコンを使いこなせることが仕事をする上での前提条件になります。
皆さんは大学に入学すると4年間、パソコンを使ってデータの収集・集計・分析、レポートの作成、プレゼ
ンテーション、卒業研究などをしていく必要があります。
　CUBEでは、CUBEでの学生生活を経験してきた先輩達が中心になって新入生向けのパソコンを選
定しており、毎年多くの新入生が購入します。今年はDELLのパソコン「Inspiron 13 7000（7300）」を
皆さんへの推奨パソコンに選定しました。CPUの性能、メモリの容量、バッテリーの駆動時間など、皆さ
んが4年間使い続けるのに十分なスペックになっています。キーボードは非常に打ちやすく、重さは1kg
を少し切り値段もお手頃です。Webカメラ、大型スピーカー、マイクも内蔵されており、そのままオンラ
イン授業に対応可能です。4年間の保証も付いており安心して使うことができ、私もお勧めします。

ハイスペックをご希望の方はタッチパネル対応の「dyanabook甲南大学生協オリジナルモデル
￥169,800」をご購入いただけます。ご希望の方は全学部共通の「入学準備Guide Book」P.17～
をご覧ください。

PC選定担当教授　マネジメント創造学部　谷口 るり子先生

　皆さん合格おめでとうございます。皆さんも4月から大学生です。
　大学生活が始まりますと授業のスタイルや内容、生活スタイルそのものが高校生の時とはガラッ
と変化する傾向があります。特にＣＵＢＥではその傾向が顕著であり、プレゼンテーションや、インター
ネット・様々なアプリケーションを活用した授業等パソコンを必要とする授業が数多く存在していま
す。そんな大学生活では毎日の課題作成や、プレゼンテーションを作成するためのデータ収集・デー
タ分析、現在実施されているオンライン授業などパソコンの使用用途が多岐にわたります。これらす
べてをスマホ・タブレットのみでこなすことは難しく新たにパソコンの購入を考えていらっしゃる方も
いると思います。
　そこで毎年CUBEでは、現役の学生が新入生に推奨できるパソコンを選出しています。今年は
DELLの「Inspiron 13 7300」という機種を選出しました。この機種を選ぶ際に私たちの経験から使
いやすさ、それから長期間使用できることを念頭に「性能」「丈夫さ」「保証内容」の３つを重要視しまし
た。性能面ではいろいろな作業を行っているうえでパソコンが重くなったり、熱くなったり、バッテリー
切れにならない十分な性能があること。大学生活4年間毎日使用しても問題のない丈夫さであるこ
と。保証内容はパソコンにトラブルが起こった際に、大学生活4年間しっかりと保証していただける内
容となっております。さらに今年の機種は「オンサイト修理」という、最短翌営業日に修理に必要な部
品と作業員の方が自宅まで来てくださり、修理が完了するサービスを備えています。オンライン授
業が増えている中で、修理が迅速に完了することはとても魅力的です。
　様々な新しい要素が入ってくる大学生活の開始で不安が募るなか、安心して楽しく自分の満足の
いくパソコンを活用して充実した大学生活を送ってください。

PC選定委員　マネジメント創造学部　３回生　曽我部 陽向さん

甲南大学生協オリジナルモデルのご案内

インク1セット
標準添付

詳細はこちら！

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
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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、生協電子マネー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「①生協・共済加入手続きガイドブック」をご覧ください。

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。

前期の教科書代平均予算 マネジメント創造学部　約28,000円

④教科書購入について
授業が決まったら、教科書をそろえましょう

③お申込み方法
（パソコン・電子辞書など）

運転免許はキャンパスライフの必須アイテム。
時間的に余裕のある１・２回生時の取得をおすすめします。

大学生のライフスタイルに合せて運転免許が取得できるように、大学生協では、自宅や大学から通いながら取得する「通学制」コース、夏・春休み
を利用してホテルや宿舎に泊まりながら取得する「合宿制」コースをご用意しています。自動車、バイクの免許を取ろうとしたら、大学生協のサー
ビスカウンターへお越しください。一般料金より割安の組合員価格はもとより、ライフスタイルに合わせてジャストフィットの教習所を紹介、気に
なる費用も分割払いなどの方法をアドバイスいたします。

大学卒業までの免許所有率は、なんと90％です。特に１～２回生までに習得さ
れる方は、そのうち70％を占めています。その動機は、①車を運転したいから 
②行動範囲が広がるから ③就職に必要だから ④社会人になってからでは時
間がとれなくなるからとなっています。運転免許は学生のうちに取るのが一
般的となっています。

運転免許は必須資格です

夏休み、春休みなどに短期間（最短
14～20日間程度）で計画的に免許
を取得できる合宿制教習所。通学制
ならどうしても休み中は混み合うし、
集中的に技能教習を受けたいという
人におすすめ。

CUBEショップ受付
短期間で免許取得をしたい
という人に…

通学制の大学生協指定教習所は、近畿
２府４県エリアでご用意。自宅から大学
から生活スタイルに合わせて選べるか
ら大変便利です。

CUBEショップ受付
京阪神エリアから選べる
ワイドな生協指定教習所

空き時間に気軽に取りたい、早く免許を取りたい、安く免許を
取りたい、希望に応じた多様なコースが選択できるように各教
習所ごとにオリジナルコースをご用意。

多様なコースプランをご用意
詳しくは専用パンフ
レットをご覧ください。

通学制 合宿制

⑤運転免許を取ろう
時間を有効に活用し、学生のうちに取ることをおすすめします。

WEBサイトでの注文手順は、全学部共通の「入学準備Guide Book」P.34をご覧ください。

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西宮キャンパス4F KIOSK（SHOP）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月上旬より随時ご指定のご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
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CUBE学生委員（CLUP） 生協店舗のご案内

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、営業時間の短縮や休業をしている場合がございます。
　詳細は、生協ホームページをご覧ください。

５F CUBEラウンジ

4F CUBEショップ（KIOSK）

落ち着いたラ
ウンジ。みんな
のお気に入り
の場所です。

ボリュー ム 満
点のメニュー
もあるよ！

学内で必要な
ものはココで
ほとんど揃う！

書籍は割引し
てもらえるぞ！
新刊コミックも
10％OFF！

カフェテリア仕様のおしゃれな食堂です。丼や麺もあります。
七夕やクリスマスなど季節のイベントにはCUBEオリジナルプレートも企画されますのでお楽しみに☆

文具・おにぎり、お菓子、飲み物などの購入はもちろん、教習所・各種検定の受付もしてもらえます。
書籍も注文できるので、何でも相談してみましょう♪

文具は20％OFFに
なってるよ。

新入生サポートセンター

※駐車場はございません。申し訳ございませんが大学周辺
のコインパーキングをご利用ください。

新入生サポートセンター 営業日程
■期　間　1月15日（金）～4月16日（金）
■時　間　平日10：00～16：00　土日祝休
　　　　　※3月は土曜10：00～13：00で営業いたします。
■場　所　甲南大学　学友会館北館1階
　　　　　Books＆Support内 特設スペース
　　　　　※時期により場所が変わる可能性があります。
　　　　　　お申込後にご案内いたします。
■お問合せ先
　メール　welcome@konan-unvcoop.or.jp
　電　話   078-441-7910

個別相談は、必ず事前に申込みください
以下のサイトより、ご希望の時間を選択し、
お申込ください。（3日前まで）
PCの方は　https://www.knu.jp/start/center/
スマホの方は、二次元バーコードよりアクセスください。

　「不安なく甲南大学での大学生活をスタートさせるための準備」をお手伝いするため
に、甲南大学生協が開設しています。
　お聞きになりたいことがあれば、お電話・メールでお問合せください。ご来校いただき
窓口でご説明・ご相談させていただくこともできます。（予約制）

新入生サポートセンター
とは…？


