
サポートデスク（オプション）
大学キャンパス内だけではなく
LINEでも困ったを解決します！
パソコンのさまざまなトラブルに、休み時間や放課後など、
学内の生協店舗ですぐに対応します。
また、サポートデスクご登録者専用のLINEでもご相談いただけます。

15,000円（税込）

設定や使い方の「困った」を解決 修理時の「困った」を解決
初期設定

・パソコンの初期設定
・Office365の設定
　　　　　　　　　など

クイックレスキュー
・文字入力ができない
・アイコンが消えた
　　　　　　　　　など

セキュリティチェック
・ウイルス感染チェック
・対策ソフトの設定
　　　　　　　　　など

修理時の免責金補助
全損扱いとなる修理が
発生した場合、
最大３万円の免責金を
補助いたします。

修理前後の補助
修理前のバックアップの
お手伝いや修理完了後の
インストール等を
お手伝いします。

■詳細につきましてはホームページをご確認ください。

甲南大学では、2023年度以降もWebを活用した
授業の継続が見込まれることや、ご自身のデバイ
スを活用した教育の充実化が順次進められるこ
とから、パソコン等のデバイスの所有とインター
ネット環境の準備が必要となります。このため、
すべての学部においてノートパソコンの購入が
推奨されています。

甲南大学生協では各学部と相談のうえ、先輩学
生が甲南大学で使いやすいと太鼓判を押し、選
定した「生協推奨パソコン」をご提案させていた
だいています。

大学生協パソコンは、在学中４年間安心してご
利用頂く事を前提に、在学中４年間の保証に加
え、事故や破損にも対応する動産保証（保険）に
加入しています。
また、故障した場合も学内で修理の依頼ができ
るほか、自宅等で修理がうけられるメリットもあ
ります。

甲南大学生協だけのオリジナルモデル

4 年間安心してお使いいただける
決定版モデル

189,800円（税込）

GCX大学生協オリジナルモデル

■主な特徴
intel Core i5( 第 12 世代 )
メモリ 16GB / SSD 256GB
Windows 11 Home / 画面 13.3 インチ FHD
タッチパネル搭載 / 重量約 0.879kg
４年間メーカー保証・動産保証

※初期設定手順については裏面の
　パソコン初期設定についてをご覧ください。

高性能を求める方向けの
ハイスペックモデル

手頃な価格で保証も安心な大容量モデル！

239,800円（税込）

FV3大学生協オリジナルモデル

139,800円（税込）

DELL Vostro

■主な特徴
intel Core i7( 第 12 世代 )
メモリ 16GB / SSD 512GB
Windows 11 Pro / 画面 14.0 インチ QHD
重量約 1.099kg
４年間メーカー保証・動産保証

※初期設定手順については裏面の
　パソコン初期設定についてをご覧ください。

■主な特徴
intel Core i5( 第 11 世代 )
メモリ 8GB / SSD 512GB
Windows 10Pro / 画面 13.3 インチ
重量約 1.25kg

※2026年３月までの保証となります。
※販売台数に限りがございます。
　ご購入の際はお早目にお申込みくださいませ。

台数
限定

58,780円（税込）

iPad wifi 第９世代 64GB
Apple Pencil 第１世代

◎講義のノートテイクに
◎資料やオンライン授業のディスプレイに

ノートパソコンとの併用がお勧め！

※単体でもご購入いただけます
　本体のみ → 45,300円（税込）

　ペンのみ → 13,480円（税込）

大学生協モデル限定特典

推奨パソコンとセットでお申込みいただくと
本体価格が3,300円引きとなります！！
※対象となる推奨パソコンはGCX大学生協オリジナルモデル、
　FV3大学生協オリジナルモデルのどちらかとなります。

27,800円（税込）

DCP-J1200N-UN
大学生協モデル

大容量
全面
給紙

トレイ
スキャン

コピー スマホ
対応

❶ 予備の黒インク２本付き

❷ ４年間保証

●スターターインク
●LC414BK ×２本

モノクロ：約2,500枚
モノクロ：約5,000枚
⇒ 約7,500枚相当の黒インク同梱

お求めやすい低価格モデル
～昨年度の新学期推奨パソコンとなります～

１月中に甲南大生必須の
知識・メールマナー・情報リテラシーの講座を
開催します。（オンライン予定）

甲南大生協で買う４つのメリット

各学部事務室とPC性能について協議し、甲南大学で
の利用に十分であることを確認済みです。

甲南大生の
先輩達が選びました

「落として画面が割れてしまった」「急に動かなくなっ
てしまった」など困った際には学内の店舗で相談が
できます。

学内で修理受付可能

メーカー保証と動産保証が４年間ついているため、
在学中の「もしも」に対応できます。

４年間の保証で
万が一の故障をカバー

セットアップ動画、サポートデスク(有料)、PC講座
(有料)でパソコンが初めての人にもサポートします。

初めの一歩を
しっかりサポート

パソコン プリンタ iPad サポート
デスク PC講座 税込特価

PA01 フルセットＡ ● ●
● 

(iPad本体+
Apple Pencil)

● ● 358,080

PA02 フルセットＢ ● ● ● 
(iPad本体のみ) ● ● 344,600

PA03 基本セット ● ● ● ● 302,600

PA04 サポートセット ● ● ● 274,800

PA05 ミニマムセット ● ● 267,600

PA99 ＰＣ単体 ● 239,800

■ Panasonic FV3　セット価格表

パソコン プリンタ iPad サポート
デスク PC講座 税込特価

DY01 フルセットＡ ● ●
● 

（iPad本体+
Apple Pencil）

● ● 308,080

DY02 フルセットＢ ● ● ● 
（iPad本体のみ） ● ● 294,600

DY03 基本セット ● ● ● ● 252,600

DY04 サポートセット ● ● ● 224,800

DY05 ミニマムセット ● ● 217,600

DY99 ＰＣ単体 ● 189,800

■ Dynabook GCX　セット価格表

迷ったら
これ!!

迷ったら
これ!!



66.7%

70.3%

62.7%

31.9%

Word

Excel

PowerPoint

メール
（408件の回答）

大学内で課題提出や発表資料の作成などの習得には時間がかか
ります。また、資料作成以前に、データが示す通り、学生が自身の
PCスキルに不安を持ち、大学内でも名無しのメールが届くなど、
困ったマナー違反が多く見られます。
そのパソコンスキルを十分に身に着けることができる講座を 
開催しておりますので、ぜひお申し込みください。

甲南大生のための
パソコンガイド

各学部のパソコン利用状況に合わせたBESTな機種をご紹介します

甲南大学生協はみなさまの４年間の学びをサポートします

新入生・保護者のための
入学準備ポータルサイト！#春から甲

南 なんでも相談ひろば
【利用方法】
①２次元コードより情報登録
②ログインいただくと、先輩学生アドバイザーの「甲南大生の
　日常」日記や質問をしたり、他の人の質疑を見ることができます♪
※公式LINEを登録いただくと、トーク画面のメニューからも
　登録ページに行くことができます。

新学期準備・手続きに関するご質問は、「なんでも相談ひろば」にて
ご質問ください。お申し込み・ご注文後のお問い合わせは、新入生
サポートセンターにご連絡ください。

新規登録は
こちら！

疑問・質問は全て「なんでも相談ひろば」へ
投稿をお願いいたします。

先輩学生アドバイザーのワクワク大学情報紹介♪
テーマごとの座談会や教授によるプチ講義など
特別動画公開予定です。

この冊子が届いたら新入生も保護者の方もすぐにご登録ください！
入学までのすべての追加情報は、なんでも相談ひろばでご案内します。

４年間の
「メーカー保証
+動産保証」

さまざまな
「困った」を
解決する

サポートデスク

PC講座で
使い方を

しっかりサポート

甲南大学での
利用に十分な
スペック

４つの安心

お申込み
受付期間

※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10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。

2022年

11月18日（金）～４月９日（日）
2023年

ご注文手順

お申込み方法・その他お申込み方法・その他
（お支払いはコンビニ払い/クレジットカードで）

新入生向け商品のお問い合わせ先

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週間以内に問合せフォームからご連絡ください（下記）
※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。

WEB 24時間受付
https://ec.univ.coop/shop/c/cSY/

１ 上記サイトにアクセスし「新学期パソコン関連」をクリック ４「univcoopマイポータルにユーザー
登録」から「今すぐサインアップ」を選択

５ 大学生協加入WEB登録がまだの方は「興味のある大学」に
「甲南大学」を登録

６

２ 希望商品をクリックすると「ECサイト利用規約」が表示

※大学生協加入WEBシステム利用時と同じメールアドレスをお使いください
※univcoopマイポータル登録がお済みの方は❻番に進みます

３「新規登録」からunivcoopマイポータルへ登録

７ ECサイトにて詳細の確認・ご注文にお進みください

２

３ 新規登録

パソコンの初期設定について
甲南大学生協でご購入いただいた皆さまには初期設定の説明動画をご覧いただけます。
入金確認後、商品がお手元に届くまでの間にご登録のメールアドレス宛に手順動画のURLをお送りさせていただきます。
(迷惑メール設定やPCメール拒否設定をされている方は解除頂くか、@konan-unvcoop.or.jpのドメインからのメール受信許可設定をお願いいたします。)

商品のお届けについて
商品は入金確認後ご指定の日時に発送いたします。
※新型コロナウイルスの感染状況、全国的な運送網の逼迫により、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。
※プリンタは別送となります。詳しくはご注文時の表示をご確認ください。
※配送先、お届け日のご変更は、現在のお届け日の８日前までに、下記の「問合せフォーム」よりご連絡ください。

❷番の「ECサイト利用規
約」画面に戻り「同意して
ログイン」を選択

４

５
甲南大学 甲南大学生活協同組合

甲南

私立 兵庫県

キャンセル／配送状況問合せ／受け取り希望日の変更は 商品の内容や使い方

新学期事業センターまでご連絡ください
新学期事業センターお問い合わせフォーム

甲南大学生協まで
お問い合わせください
Welcome@konan-unvcoop.or.jp

甲南大学の入試要
項にはノートパソ
コンが必要になる
旨が記載されています。甲南大学生協でもIT
リテラシー向上のためノートパソコンをおす
すめしています。iPadなどのタブレットでは
画面も小さく、先生から指定されたファイル
方式に対応できない場合もあります。
タブレットは資料を見たりノートを取ったり
など、サブ端末としてパソコンと組み合わせ
ての利用をおすすめします。

ご自身専用のマイパソコンのご準備をおす
すめします。入学後は課題やレポートの作成
など、パソコンを利用する機会が多くなり、
大学に持ってきてオンライン授業を受けるこ
ともあります。そのため、自分専用で使えて、
持ち運びができ、バッテリーが10時間以上
持つパソコンをご準備ください。
持ち運びする回数が増えるということは壊
れる可能性も高くなりますので、保証もしっ
かりしたものをお選びください。

甲南大学生協ではWindowsのパソコン
をおすすめしています。学内のシステムは
Windows向けに作られており、90％以上の
先輩学生がWindowsのパソコンを利用し
ています。
使い方に困ったときなどにもWindowsの
ほうが友人や先輩に聞きやすく、社会に出
てからもWindowsを利用する機会が多い
ため慣れておくと良いでしょう。

壊さないよう丁寧に使う
から保証はいらないと思っ
ていませんか？実は、パソコンが壊れるの
はパソコンを使っていないときの方が圧倒
的に多いんです。「混んだ電車内でバッグが
押し潰されて……」「急に雨に降られて……」

「遅刻しそうになって走ったら転んで……」
など、どこで何が起こるかわかりません。
もちろん、パソコンが故障しないことに越し
たことはありませんが、大学４年間で何かが
あっても安心できる保証がついたパソコン
を用意しましょう。

iPadやタブレットだけでは
だめなの？

家にあるパソコンでは
だめなの？

Windowsのパソコンと
Macのパソコン、
どっちが良いの？

保証って必要？

文 系・理 系  P C の 使 い 方

オリジ ナル P C 講 座

文系は、課題（レポート）をパソ
コンで作成し、Wordファイルで
提出することが多いのが特徴で
す（1,000字以上など、字数指定されることが多いです）。
また、ゼミや授業内での発表でレジュメを作成したり、
PowerPointでスライドを作成したりすることがあり、授業
によってはグループワークでも、グループ合同でパソコンを
用いて作業することがあります。
学部、学科によっては実験や調査、統計を用いて授業を進め
ていく際にExcelを用いて調べものをします。

授 業内容によっては、専用の
ソフトウェアやExcelを用いて
実験の解析をしたり、python
やLinuxなどでプログラムを組んでシミュレーションを
したりすることがあります。実験内容を発表するときは
PowerPointを使って発表します。
また、実験レポートや実験ノートなどは基本手書きで提出す
ることが多いですが、それまでのフローとしてパソコンを用
いることが多いです。

文系 理系

甲南大生協がおすすめする
パソコンはこちら

甲南大生協がおすすめする
パソコンはこちら

英語の授業でレポートをWordで作成したりPowerPointを使って発表したりします。 
iPadでノートテイクする人も増えており、PDF(授業資料)を直接iPad上で書き込みす
ることもできます。 また、パソコン自体はどの学部でも必須ですが、ソフト関係(Word, 
Excel, PowerPoint、ウイルス対策ソフト等)は大学側からの提供があります。

文理共通

Mail メールの書き方を
理解する

就活でも使える
メールマナーを取得する

Windows ファイルとフォルダの違いを
理解する

ショートカットキーを
活用して作業効率を上げる

Word 画像の挿入をする
レポート作成時によくある
文字数と行数の設定をする

Excel 用途に合わせて
グラフを作成する

関数を用いてExcel上で
様々な計算をする

PowerPoint 新しいスライドを
挿入する

アニメーションを活用する

Q：入学後勉強が必要だと思ったソフトは？

＼ 先 輩 学 生に聞きました／

20,000円（税込）

甲南大学生協特別価格

■詳細につきましてはHPをご確認ください。
■お申込み方法・その他の詳細をご確認ください。


