อऀޢͷํͱҰॹʹ͝ཡ͍ͩ͘͞

ʲ൛ʳ

ੜڠΦϦδφϧύιίϯ
࠲ߨ༻׆ͷ͝Ҋ
ʹΘͨΓதژେֶͷօ͞Μʹ͝ར༻͍͍͓ͨͩͯΓ
ࡏݱʮ໊Ҏ্ʯͷࡏֶੜʹར༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ

தژେֶͷࢦఆ͢Δ݅Λຬ͍ͨͯ͠·͢ɻ

ਃࠐखଓ͖Լهͷظ·Ͱʹ͓ࡁ·͍ͤͩ͘͞
݄·Ͱʹ
߹֨͞Εͨํ

݄
ʢۚʣ

݄·Ͱʹ
ೖֶखଓΛࡁ·͞Εͨํ

݄Ҏ߱ʹ
ೖֶखଓΛࡁ·͞Εͨํ

݄
ʢਫʣ

݄ʢۚʣ
˙ظ͕ա͗ͯ͠·ͬͨ߹Լ͝Ͱ·ه࿈བྷԼ͍͞ɻ

தژେֶੜڠ׆ಉ߹

ὸ(052)831-2466 ʢ݄ʙۚɿʙɿʣIUUQTXXXVOJWDPPQUPLBJKQDIVLZPVOJWDPPQ
ࠓճ͓ಧ͚ͨ͠ࢿྉʹ͍ͭͯͷ͓͍߹Θͤதژେֶੜ͢·͍͠ئ͓Ͱ·ڠɻ

˓͓ਃ͠ࠐΈʹੜڠ߹һͷՃೖ͕ඞཁͰ͢

ࣾձͰ

ೖֶ͔ΒଔͰ·ۀͷ༻׆γʔϯ
ʙٻΊΒΕΔ
ʮΞΧσϛοΫεΩϧζʯ
ͱʙ

େֶͰΞΧσϛοΫεΩϧζ ࣗΒ͕ߟ͑ɺௐɺͣΔ ͜ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ
ͦͷͨΊʹඞཁͳͷ͕ϊʵτύιίϯ
Ͱ͢ɻࣗઐ༻ͷύιίϯΛ͍͜ͳ͢͜ͱɺେֶੜʹͱͬͯ࠷େͳεΩϧͷҰͭͰ͢ɻ
ͦͯ͠ɺٻΊΒΕΔεΩϧֶ͕ਐΉͱͱʹߴ͘ͳΓɺब৬׆ಈͰʮϏδωεεΩϧʯ
ͱͯ͠ධՁ͞Ε·͢ɻଟ͘ͷ
ֶੜ͕ೖֶ͔࣌Βࣗઐ༻ͷύιίϯΛ͍࣋ͬͯΔͷʮࠓʯ
ͱ
ʮকདྷʯ
ʹඋ͑ΔͨΊͰ͢ɻ
·ͨɺେֶͰͷ՝ɺब৬׆ಈ࣮शɺ՝֎׆ಈͳͲେֶੜͰ׆ύιίϯΛ͏ػձ·͢·͢૿͍͑ͯ·͢ɻ
ಛʹͰɺΦϯϥΠϯΛओମͱͨ͠ߨٛ͞ࢪ࣮͕ࣜܗΕɺύιίϯλϒϨοτͳͲΛֶͨ͠༻׆मํ͕ࣜ
ͨ͘͞ΜऔΓೖΕΒΕ͖ͯ·ͨ͠ɻࠓޙେֶੜࣾ͘ͳͰ͚ͩ׆ձͰΦϯϥΠϯͰͷύιίϯΛ
͖Ͱ༻׆ΔεΩϧ͕ඞਢͱͳͬͯ͘ΔͰ͠ΐ͏ɻ
কདྷͷͨΊʹେֶੜ͍͓ͯʹ׆ύιίϯͰֶͼɺ༷ʑͳεΩϧΛʹ͚͓͖ͭͯ·͠ΐ͏ɻ

ʙੜ

ੜ
ೖֶલ
ೖֶલ४උ
େֶͰͷύιίϯར༻࣮ଶͲ͏͍ͬͨ
εΩϧ͕ඞཁ͔֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻ

ૅجεΩϧͷशಘ
ೖֶͯ͠যΒͣʹ͢ΉΑ͏ʹ༧Ίૅجε
Ωϧʢ8PSEŋ&YDFMŋ1PXFS1PJOUʣΛʹ
͚ͭ·͠ΐ͏ɻ

ཤमొ
डߨΛر͢ΔՊΛେֶઐ༻ͷϖʔ
δϩάΠϯͯ͠ɺཤमొ͠·͢ɻ

Ϩϙʔτ࡞
΄ͱΜͲͷϨϙʔτɺύιίϯͰ࡞͠
ͯͷఏग़ΛٻΊΒΕ·͢ɻ
ຖ݄ຊͷখϨϙʔτͷ࡞͋Γɺय़
ͷૣ͍ஈ֊ͰɺૣϨϙʔτ՝͕ग़͞
ΕΔ߹͋Γ·͢ɻ

େֶ͔Βͷ࿈བྷɾҊ
ΨΠμϯεηϛφʔͳͲͷେֶ͔Βͷ
ҊߨٳใɺࢼݧͷҊͳͲେֶ͔
ΒͷใɺࣗΒऔಘ͢Δඞཁ͕͋Γ·
͢ɻ
ύιίϯͰ͔͠ݟΒΕͳ͍ใ͋Γɺ
εϚϗͳͲͰӾཡʹͱͯෆศͰ͢ɻ

θϛ׆ಈͰͷൃڀݚද
θϛͰͷൃڀݚදʹ͚ͯͷ४උΛ͢Δ
ࡍɺωοτΛͯ͠༻׆ͷใऩू͕ඞਢ
Ͱ͢ɻ
ूΊͨσʔλΛཧ͠ɺ8PSE&YDFMΛ
ͯ͠ۦσʔλΛ·ͱΊɺ1PXFS1PJOUͰ
ϓϨθϯΛ͠·͢ɻ

࣮शʹؔΘͬͯͷใࠂॻ
ر͢Δࢿ֨औಘʹΑͬͯɺඞ࣮ͣश͕
͋Γ·͢ɻͦͷ࣮शͷࡍʹ࡞͢Δܭը
ॻใࠂॻɺ8PSEͰ࡞ͨ͠จॻͰ
ఏग़͢Δඞཁͳ߹͕͋Γ·͢ɻ

ब৬׆ಈͷجຊɺ
ύιίϯΛͬͯ
ۀاలͳͲͷΤϯτϦʔใऩू
ɺύιίϯ͕ແ͍ͱ࢝·Γ·ͤΜʂ
·ͨύιίϯεΩϧͷ༗ແ͕໘ͰΘ
ΕΔ߹͋Γ·͢ɻ

ʮಇ͖࢝Ί͔ͯΒʯ
Ͱɺ
ؒʹ߹͍·ͤΜʂ

ੜ
ఆͱۀاͷ࿈བྷ
ఆΛΒͬͨͱۀاͷใަ࿈བྷ
ʹύιίϯͱΠϯλʔωοτ͕ڥඞ
ཁʹͳΓ·͢ɻ

ࣾձʹग़ͯɺύιίϯ͕͑ͳ͚Εɺ
ࣄʹͳΓ·ͤΜɻ
ΑΓෳࡶͳ࡞ۀΛٻΊ
ΒΕΔ͜ͱग़͖ͯ·͢ɻ
ಛʹ&YDFMʹؔͯ͠ɺࣾձʹग़͔ͯΒͷ
༻ස͕֨ஈʹ্͕Γ·͢ͷͰɺֶੜ
࣌ʹ׳Ε͓ͯ͘͜ͱ͕େͰ͢ɻ

ଔۀจɺθϛ
ࣗͰ͍ͨ͠ڀݚςʔϚʹԊͬͯɺௐࠪɾ
ڀݚΛ͠·͢ɻจҎ֎ʹ1PXFS1PJOU
Λ༻ͯ͠ͷϓϨθϯ͋Γ·͢ɻ

ब৬׆ಈ
બߟͷࡍɺύιίϯεΩϧͷ༗ແ͕Θ
ΕΔ߹͕͋Γ·͢ɻ

தژେֶͰɺॴଐֶੜʹ
.JDSPTPGU0⒏DFΛແྉఏڙʂ
தژେֶͷॴଐֶੜɺࡏֶதʹແྉͰ0⒏DFΛݸਓ༻ύιίϯʹΠϯετʔϧͯ͠ɺ༻͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻதژେֶʹೖֶ͞ΕΔํɺ0⒏DFͷೖ͍ͬͯͳ͍ύιίϯΛߪೖ͍ͨͩ͘
ͱɺগ͠Ͱύιίϯߪೖͷඅ༻Λ҆͘͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ʢ0⒏DFΞΧσϛοΫ൛Ձ֨ɿ ԁఔʣ

0⒏DFͱɺͳΜͰ͔͢ʁ
. J D S P T P G U ࣾ ͷ ఏ ͍ͯ͠ڙΔɺจ ষ ࡞  ͷʮ8 P S Eʯɺද  ࢉ ܭͷʮ & Y D F Mʯɺൃ දπʔ ϧ ͷ
ʮ1PXFS1PJOUʯͳͲͷιϑτͷ૯শΛʰ0⒏DF ΦϑΟε ʱ
ͱ͍͍·͢ɻ
େֶੜ׆ͷ͞·͟·ͳ໘Ͱ׆༂͢ΔιϑτͰ͋Δͱͱʹɺࣾձʹग़͔ͯΒඞͣͱ͍ͯͬݴ
͍΄ͲΑ͘༻͢ΔදతͳιϑτΣΞͰ͢ɻ

େֶͷ0⒏DFɺ
ͲͷΑ͏ʹͯ͠ೖखͰ͖·͔͢ʁ
େֶೖֶޙɺ*%ͱॳظύεϫʔυ͕͞ࡌهΕͨҊ͕େֶͷϝʔϧΞυϨεѼʢNNBJM ʹૹ৴
͞Ε·͢ɻͦͷ*%ɺύεϫʔυΛ͍ઐ༻αΠτΛܦ༝ͯ͠ɺ
μϯϩʔυ͕Ͱ͖·͢ɻ େֶͷ
ϝʔϧΞυϨεʢNNBJMʣ0⒏DFΠϯετʔϧํ๏ʹ͍ͭͯɺେֶೖֶޙɺΨΠμϯεͰઆ
໌͕͋Γ·͢ɻ
͔ͬ͠Γͱडߨ͠·͠ΐ͏ɻ

͔ͤͬ͘ͷνϟϯεͰ͢ɻύιίϯεΩϧΞοϓͷͨΊʹ
.JDSPTPGU0⒏DFΛ͍͜ͳͤΔΑ͏ʹͳΓ·͠ΐ͏ʂ




ύιίϯΛબͼɺݕ౼͢Δ࣌ͷϙΠϯτ

10*/5



ษֶʹඞཁͳιϑτΣΞ͕ࡌ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ

େֶੜͰ׆8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU͕ඞͣඞཁͱͳ͖ͬͯ·͢ɻ
தژେੜ͜ͷιϑτ͕ʮࡏֶؒظதແྉʯ
Ͱ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ͦͷͨΊʮ0⒏DFແ͠ϞσϧʯͰେৎͰ͢ɻ
·ͨɺ
Πϯλʔωοτʹଓ͢Δػձ͕ଟ͍ͨΊɺ৴པੑͷߴ͍Πϧεରࡦιϑτ͕
Πϯετʔϧ͞Εಈ࡞͍ͯ͠Δ͜ͱ͕େͰ͢ɻඪ४ࡌ͞Ε͍ͯ·͢8JOEPXT%FGFOEFS
Λ༗ޮʹ͍ͯͩ͘͠͞

ʙதژେੜʹ;͞Θ͍͠ύιίϯͱʙ

10*/5



̐ؒͷษֶɾڀݚੜʹ׆ඞཁ͔ͭेͳੑɾػΛඋ͑ͨͷ

$16 ॲཧஔ ͕ߴੑͰ͋ΓɺษֶʹඞཁͳιϑτΣΞ͕ೖ͍ͬͯΔύιίϯͰ͋Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɻ
$16ɺਓؒͷମͰྫ͑Δͱ಄ʹ͋ͨΓ·͢ɻ
͜ͷ෦ͷੑʹΑͬͯɺύιίϯͷॲཧྗେ͖͘มΘ

10*/5

͖ͬͯ·͢ɻύιίϯɺܦաʹΑͬͯಈ࡞͕͘ͳͬͨΓɺྼԽͨ͠Γ͍͖ͯ͠·͢ɻՁ֨ϞσϧͰ
ಈ࡞͕͘ͳͬͨΓɺ
ιϑτΣΞͷ্ཱͪ͛ʹ͕͔͔࣌ؒͬͨΓͱษֶʹࢧো͕ग़ͯ͠·͍·͢ɻ
ੜͰڠ
*OUFM$PSFJҎ্ͷΛਪ͍ͯ͠·͢ɻ



10*/5

࣋ͪӡͼʹద͠ɺܰྔɾബܕɾݎ࿚ͳͷ

Ͱͳ͘ɺීஈ͔Β࣋ͪӡͼɺ͍͜ͳ͢ʮಓ۩ʯͰ͢ɻ
ߨٛͷ߹ؒʹେֶͰ՝ʹऔΓΜͩΓɺ͍ͭͰௐࣄ͕Ͱ͖
ͨΓ͢Δ࣋ͪӡͼʹศརͳܰྔλΠϓʢLHҎԼʣ͕ద͍ͯ͠·͢ɻ
·ͨɺࣗҎ֎ͷॴͰύιίϯΛ༻͢Δ߹ɺ͍ͭͯ·ΘΔͷ
͕ɺిݯͷͰ͢ɻେֶͷߨٛαʔΫϧɾ෦Ͳͳ׆
৭ʑͳ໘Ͱ༻͢Δ͜ͱΛఆͨ͠߹ɺ̍ϑϧ͖Ͱ༻׆Δ
όοςϦʔۦಈ࣌ؒΛͬͨϞσϧ͕͓નΊͰ͢ɻ



ੜڠύιίϯ
ͭͷ҆৺

8JOEPXT
ߴੑ༷͔ͩΒ҆৺

࠷৽04ʮ8JOEPXTʯ
͕ࡌ͞Εɺ
ߴੑΤϯδϯ*OUFM$PSFJ
ʢֶ෦͚Ϟ
σϧ*OUFM$PSFJ ͕ࡌ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ
ಈ࡞͘ɺ
շదͰ͢ɻ

҆৺



ؒ҆৺ͯ͠
͢༻׆ΔͨΊʹ

ؒͷϝʔΧʔอূͱ
ಈ࢈อোͰສ͕Ұͷ࣌҆৺

௨ৗͷϝʔΧʔอূΛؒʹԆɺ
͞ΒʹϝʔΧʔอূ͕ద༻͞Εͳ͍
ϢʔβʔͷෆҙʹΑΔނোഁଛͷ߹ʹɺಈ࢈อোͰଔ҆Ͱ·ۀ৺ͯ͠
͑·͢ɻ





τϥϒϧࠔͬͨͱ͖ͷαϙʔτ૭ޱ

͍ํઃఆͷํ͕Θ͔Βͳ͍ͱ͖ނোɾτϥϒϧ͕ൃੜͨ͠ͱ͖
ʹɺ͙͢ʹ࣋ͪࠐΜͰ૬ஊͰ͖Δ
૭͋ʹ͜Ͳ͕ޱΔ͔Λߪೖ ࣌ʹ
֬ೝ͓ͯ͘͜͠ͱେͰ͢ɻ
τϥ
ϒϧղܾʹ࣌ؒɺखؒɺ͓͕ۚ
͔͔ΔͨΊൢചళͷαϙʔτମ੍
େͳνΣοΫ߲Ͱ͢ɻ

େֶੜʹͳΔͱࠓ·ͰͱൺɺύιίϯΛ༻͢Δ࣌ؒɾස͕
૿͑·͢ɻେֶੜʹͱͬͯɺύιίϯʹصඋ͚͑ΔʮిԽʯ

҆৺

ނোɾഁଛ࣌ͷظอূ

ʑɺ༻͢ΔύιίϯͰ͔͢Βɺނোτϥϒϧ͖ͭͷͰ͢ɻύι
ίϯͷނোʙ࣍ʹଟ͍ͨΊظอূ͕උΘ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ॏཁ
Ͱ͢ɻ
·ͨظอূҰൠྔൢళͰ͓ళʹΑͬͯɺճ੍ݶֹݶ
ͳͲอূ༰͕ҧ͍ͬͯ·͢ͷͰ༧Ί༰Λ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻ

ɺ$16͕̍ϥϯΫɺ̎ϥϯΫ͍ͷ͕༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ͨΊɺ̏ޙɺ̐ʹޙύιίϯࣗମͷ

10*/5



҆৺



Ϩϙʔτ࡞ɾൃදʹඞཁͳ
ιϑτͷαϙʔτͰ҆৺

தژେੜɺ.JDSPTPGU 0⒏DF ΛࡏֶதແྉͰ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻੜ
ڠΦϦδφϧύιίϯߪೖऀΠϯετʔϧํ๏͕͔Βͳ͍߹ແྉͰα
ϙʔτʂ

҆৺



҆৺



ύιίϯߨ࠲ͰεΩϧʹ
ࣗ৴͕ͳ͍ਓͰ҆৺

ύιίϯૢ࡞ʹࣗ৴ͷແ͍ํɺॳ৺ऀͷํͰ҆৺ͯ͠͝༻͍ͨͩͨ͘Ίʹߨࢣ
্ڃੜ͕ஸೡʹύιίϯૢ࡞ศརͳ༻ํ๏ʹ͍ͭͯߨश͠·͢ɻ
ʢߨ࠲༗
ྉΦϓγϣϯͰ͢ʣ

ֶͷੜిͱڠαϙʔτ͕
ड͚ΒΕΔ͔Β҆৺

ނোͳͲɺࠔͬͨͱ͖ʹֶͷେֶੜڠళฮελοϑʹ૬ஊͰ͖·͢ɻ
·ͨɺॳ
ૢ࡞ํ๏τϥϒϧ͕ͯͬ͜ىిαϙʔτ͕ར༻Ͱ͖·͢
ʢ̍ͷΈʣ
ɻ
ނোഁଛͷमཧडੜڠళฮͰͰ͖·͢ɻ̐ؒϓϨϛΞϜαϙʔτύοΫՃ
ೖऀʮସ͑ିػग़͠αʔϏεʯ
Λड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰͳٸϨϙʔτ࡞࣌ظ
Ͱ҆৺Ͱ͢ɻ



⁞ʮࣗɾେֶɾ֎ग़ઌɺ
Ͳ͜Ͱʯ
̐ؒ͏ͨΊͷߴੑϊʔτύιίϯ

தژେֶੜڠΦϦδφϧֶश༻ύιίϯͷ͝Ҋ
３つの安心・安全
４年間メーカー保証＋
動産保障＋電話サポート

最新OS
Windows11搭載

˔ୈੈ$16ͷ*OUFM$PSFJ
ʢֶ෦͚*OUFM$PSFJʣ
ΛࡌͷͨΊɺಈ࡞͕ૣ͘ɺշదͰ͢ɻ
˔ؒͷֶੜੜ׆Λఆͨ͠ٱੑɻ
ݎ࿚ੑΛ࣮ݱɻ
˔͍ͭͰετϨεແͪ͘ӡΔᶵҎԼͷܰྔϊʔτύιίϯɻ
˔ແઢ-"/ଂͳͷͰɺେֶͷແઢ-"/ʹଓՄͰ͢ɻ
˔όοςϦʔۦಈ͕࣌ؒ࠷େ࣌ؒҎ্ͳͷͰɺిͯ͘ͳ͕ݯେৎɻ

宅配料 無料

【工学部以外の全学部向け】



˔ֶश༻ύιίϯʢจڭϞσϧʣ ࢜௨ϊʔτύιίϯ'.76)γϦʔζ
ܕɺ
ॏ̶͞ɺ
ബ͞ϛ
Ϧ
13.3型、
重さ875g、
薄さ15.5ミリ
ࣗ༻ɺ
࣋ͪӡͼͷ྆ํʹదͨ͠αΠζ
自宅使用、
持ち運びの両方に適したサイズ

ਖ਼͍͍͠ํΛ͍ͯͯ͠ύιίϯނোͯ͠͠·͏͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

·͕͢ɺళฮʹΑͬͯอূֹݶͷઃఆ͕͋ͬͨΓɺอূճ੍͍͔͔͕ͨͯͬݶΓɺอূ༰͕ҧ͍ͬͯ·͢ɻ
͔͠͠ɺେֶੜͰڠؒ
ϝʔΧʔอূ͕ඪ४อূͷͨΊɺ҆৺ͯؒ͠͝༻͍͚ͨͩ·͢ɻ

தژେֶͷࢦఆ͢Δ݅Λຬ͍ͨͯ͠·͢
ʢֶ෦Λআ͘ʣ

ੜڠ߹һՁ֨

̐ؒͷϝʔΧʔอূ

͜ͷΑ͏ͳ߹ɺ
ϝʔΧʔอূ͕ద༻͞Ε·͕͢ɺ௨ৗϝʔΧʔ͕ఏ͢ڙΔอূؒظ̍ؒɻྔൢళͳͲͰظอূΛಠࣗͰߦ͍ͬͯ

όοςϦʔۦಈ͔࣌ؒ࣌ؒͩΒ
Ұ࣋ͪา͍ͯେৎ

ࢦೝূɺ
ϓϥΠόγʔΧϝϥγϟολʔͳͲ
ίϩφՒͷ৽͍͠ੜʹ׆ରԠ

ສ͕Ұͷ࣌ຊମʹଳ͢Δ̏ͭͷ҆৺

ύιίϯ͕ىಈ͠ͳ͍ʢނোʣ߹

台数
限定

 ԁʢ੫ࠐʣ



ϋʔυσΟεΫͷަ
मཧۚɿ ԁ

ສԁͱߴֹͳमཧ͕ۚൃੜ͠·͢ɻ

ੜڠΦϦδφϧύιίϯɺؒͷಈ࢈อো͕·ؚΕ͍ͯ·͢ͷͰɺอোͰ·ֹݶԿͰमཧΛड͚ΒΕ·͢ɻ

ӷথׂΕͷ߹

࣌ؒ
ʢ+&*5"ᶘʣ

IEEE802.11
a/b/g/n/ax
準拠
（Wi-Fi６）

˔

ܕେը໘ɻ
ҰൠతͳͱܕಉαΠζͰܕͷը໘Λࡌ



ສԁ

ສԁ

ϝʔΧʔอূ։࢝ΑΓ



อো্ֹݶ

ສԁ

मཧ͕ۚܦաอো্ֹݶΛ͑Δ߹ʹɺ
աमཧ͝ෛ୲͍͖ͨͩ·͢ɻ

ిαϙʔτ

໔ۚ

 ԁʢࣗݾෛ୲ʣ

̍
ຊମߪೖ
ֹۚʢ੫ൈʣ







ສԁ

ສԁ

ສԁ

࠶ߪೖิॿར༻࣌ʹɺ
ಈ࢈อোܖ͕ऴ͍ྃͨ͠·͢ɻ

 ԁʢࣗݾෛ୲ʣ

໔ۚ

ిαϙʔτɺۀҕୗձࣾͰ͋ΔάϩʔόϧιϦϡʔγϣϯαʔϏεʢגʣʹඞཁͳൣғͰݸਓใΛఏ͢·͠ڙɻ

ੜڠ߹һՁ֨

 ԁʢ੫ࠐʣ

ษֶɾֶࣗݾशΛαϙʔτ͢Δศརͳιϑτ

ストレージ

顔認証
対応カメラ

ຊମߪೖ
ֹۚʢ੫ൈʣ



ʬిαϙʔτͷ༗ޮݶظɿ݄·Ͱʭ

Intel Core i7
( 第 11 世代 )

256GB
SSD

14.0inch
（2160×1440）

16GB

,H

࣌ؒ
ʢ+&*5"ᶘʣ

セキュリティ
セキュリティ



อোֹݶͷൣғͰಈ࢈อোʹΑΔύιίϯ࠶ߪೖิॿ͕ड͚ΒΕ·͢ɻ

ʢ࠶ߪೖੜͰڠͷߪೖʹݶΓ·͢ɻ
ʣ

ʮύιίϯ͕ىಈ͠ͳ͍ʯ
ʮιϑτΤΞͷΠϯετʔϧํ๏͕͔Βͳ͍ʯ
ʮૢ࡞͕Α͔͘Βͳ͍ʯͳͲͷࠔΓ͝ͱʹిͰ͓Ԡ͑͠·͢ɻ

தژେֶֶ෦ͷࢦఆ͢Δ݅Λຬ͍ͨͯ͠·͢

Windows11
（最新 OS）

อো্ֹݶ



मཧձࣾʹͯमཧෆՄͳഁଛͷ߹ʢશଛఆʣ

मཧձࣾͰमཧՄͳഁଛͷ߹ʢಈ࢈อোͷద༻ʣ

ϝʔΧʔอূ։࢝ΑΓ ̍

˔ֶश༻ύιίϯʢจڭϞσϧʣ 1BOBTPOJDϊʔτύιίϯ $''7γϦʔζ

γϧόʔ

˔

োʹ͖ͭमཧඅ༻࠷ߴຊମߪೖֹۚ·ͰͰ͢ɻʢ̍ʣ
্Ͱ·ݶԿͰमཧΛड͚ΒΕ·͢ɻ

【工学部の方向け】

台数
限定

ϑϩϯτΧόʔɺ
ϝΠϯϘʔυަ
मཧɿ ԁ
ಈ࢈อোͰɺԁ
ʢ໔ۚ ԁʣ

̐ؒͷಈ࢈อোʢ2($BSF ͷ༰

ΞʔόϯϗϫΠτ

*OUFM$PSFJ ϝϞϦ(#ɺ
44%(#ͷ
ϋΠεϖοΫύιίϯ

མͱͯ͠ɺഁଛͯ͠͠·ͬͨ

-$%ύωϧަ
मཧɿ ԁ
ಈ࢈อোͰɺԁ
ʢ໔ۚ ԁʣ

セキュリティ
セキュリティ

H

ແྉ

ʮҠಈதʹͿ͚ͭͯ͠·ͬͨʯ
ʮҿΈΛ͜΅ͯ͠͠·ͬͨʯͳͲࢥ͍͕͚ͳ͍ࣄʹނΑΔഁଛɾӷথׂΕͳͲͷमཧͷ߹ɺ௨ৗͰສԁʙ

Intel Core i5
( 第 11 世代 )

指紋認証
プライバシー
カメラ
シャッター

ແྉ

̐ؒͷಈ࢈อো

ストレージ
Windows11
（最新 OS）

ϑΝϯ͔ΒҟԻ͕͢Δ߹

ϑΝϯͷަ
मཧۚɿ ԁ

IEEE802.11
a/b/g/n/ax
準拠
（Wi-Fi６）

˔ӳޠ50&*$ςετରࡦʢΞϧΫɾேग़൛ࣾʣ बࢧ׆ԉίϯςϯπ ܦύιίϯ 50&*$ɺ50&'-ͳͲͷࢼݧରࡦ͔Βɺӳ
ձɾઐӳͲͳޠ෯͍δϟϯϧͷςʔϚͰऩɻब׆αΠτͷา͖ํɺεϚϗˍ4/4༻׆ɺਖ਼͍͠ब׆ϝʔϧ࡞๏ɺσ
δλϧͱ*5ͷ࠷৽༻Ͳͳूޠब׆Λࢧԉ͢ΔίϯςϯπΛऩɻ
˔.JDSPTPGU0⒏DFɺେֶೖֶʹޙɺେֶ͔ΒҊ͞Εͨ*%Λ༻ͯ͠ɺ֤ࣗΠϯετʔϧ͠·͢ɻ
ੜڠΦϦδφϧֶश༻ύιίϯΛ͝ߪೖ͍ͨͩ͘ͱɺੜڠళฮͰΠϯετʔϧ࡞ۀΛαϙʔτ͠·͢ɻ



ؒϓϨϛΞϜαϙʔτύοΫͷ͝Ҋ
ʙ̐ؒͲΜͳτϥϒϧԿͰແྉͰαϙʔτʙ

ؒϓϨϛΞϜͷαϙʔτύοΫͱ

̐ؒϓϨϛΞϜαϙʔτ༰

ػցతͳނোɺ
ϝʔΧʔอূɾಈ࢈อোͰमཧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
͔͠͠ɺ
ʮͯͬޡೖͬͯ͠·ͬͨιϑτ
ٗιϑτͷফ͠ํ͕͔Βͳ͍ʯ
ʮઃఆ͕ʹݩͤͳ͍ʯ
ʮֶແઢ-"/ʹଓͰ͖ͳ͘ͳͬͨʯͳͲͷτϥϒϧ
ɺࣗͰௐͯରॲ͢Δ͔ɺઐͷύιίϯʹऀۀґཔ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ҰൠతͳαϙʔτऀۀͷྉۚɺճఔͷαϙʔτͰ ԁɺα
ϙʔτෆ۩߹ͷ༰ʹΑͬͯɺ ԁʙ ԁ͔͔Δ͜ͱଟ͘ɺ
ಥવͷग़අͱͯ͠େ͖ͳෛ୲ͱͳΓ·͢ɻ
ʮϓϨϛΞϜαϙʔτύοΫʯɺֶੜͷօ༷ͷۚમతɺ࣌ؒతɺਫ਼ਆతͳෛ
୲ΛݮΒ͠ɺؒ҆৺ͯ͠ύιίϯΛ͑ΔΑ͏ʹ͍ͯͨͩͨ͘͠Ίʹ༻
ҙͨ͠ੜڠΦϦδφϧαϙʔτͰ͢ɻ
ຖɺύιίϯߪೖऀͷˋͷํ͕Ճೖ͠ɺؒ݅Ҏ্ͷαϙʔτɺ
͝૬ஊʹ͓Ԡ͍͑ͯ͠·͢ɻύιίϯͱ߹ΘͤͯͷਃࠐΈΛ͓નΊ͠·͢ɻ

தژେͷ
αϙʔτঢ়گ

ˋ

ύιίϯͷૢ࡞ํ๏ແઢ-"/ͳͲप
ลثػͷઃఆɺ
ιϑτͷΠϯετʔϧํ
๏ͳͲɺύιίϯૢ࡞ʹؔΘͬͯͷ͍
߹Θͤαϙʔτར༻͕ଟ͍ɻੜڠͷ
Ӧࠔʹ֎ؒ࣌ۀΔํ͕ଟ͘ిαϙʔ
τͷར༻ʹूத͍ͯ͠·͢ɻ

ˋ

ˋ
݄ʙ݄ͷֶผαϙʔτར༻ঢ়گ
தژେֶੜڠαϙʔτड݅ΑΓ

ύιίϯमཧؒظதɺ
ແྉସػΛ͝༻ҙ͠·͢ɻ

ഁଛࣗଛ࣌ͷमཧʹಈ࢈อোΛ༻ͨ͠ࡍʹൃੜ͢Δ
ࣗݾෛ୲ۚ ԁͷෛ୲͕ແ͘ͳΓ·͢ɻ
ʢ̍ʹ͖ͭ̍ճ·Ͱʣ

ύιίϯͷमཧɺ͓͓Αͦʙि͔͔ؒΓ·͢ɻͦͷؒɺखʹݩ
ύιίϯ͕ແ͍ঢ়͕͢·͍·ͯͬ͠ͳʹگɺՃೖऀʹɺແྉͰ
मཧؒظதύιίϯΛ͓ି͠ग़͠͠·͢ɻ
ʹݶΓ͕͋ΔͨΊɺ͙͢ʹିग़͠Ͱ͖ͳ͍߹͋Γ·͢ɻ
ͦͷࡍ͝༰͍ࣻͩ͘͞ɻ

αϙʔτ۩ମྫ

ύιίϯ͕
ىಈ͠ͳ͍

ӷথΛ
ׂͬͯ͠·͍ɺ
ಈ࢈อোΛ
ར༻͍ͨ͠

มͳιϑτ͕
ೖͬͯ͠·ͬͨ

ߪೖͨ͠
ιϑτͷ
ೖΕํ͕
Θ͔Βͳ͍

σʔλͷ
όοΫΞοϓ͕
͍ͨ͠

8JOEPXT
ϦΧόϦˍ
ॳظઃఆͳͲ

ಈ࢈อো
मཧ

Οϧεۦআ
࡞ۀ

ιϑτΣΞ
Πϯετʔϧ

σʔλ
όοΫΞοϓ
࡞ۀ

ੜ

ੜ

8JOEPXT͕ىಈ͠ͳ͍04ͷ
ෆ۩߹ͷαϙʔτύʔ
πͷނোʹΑΔϝʔΧʔम
ཧɺഁଛͰͷमཧ͕ଟ͍ɻ

ٕज़తͳαϙʔτ௨ৗɺ༗ྉͰ͕͢ɺՃೖऀɺ
ؒԿαϙʔτΛड͚ͯྉۚແྉͰ͢ɻ

ύιίϯͷ࣋ͪӡͼʹඞཁͳ
1$ΠϯφʔέʔεΛϓϨθϯτ ԁ૬

ˋ
݄ʙ
݄ͷ
ֶผ
αϙʔτར༻

ଔͰ·ۀͷؒɺԿτϥϒϧରԠɺ
αϙʔτɺ͍߹Θͤ૬ஊΛड͚ͯ
ྉۚແྉͰ͢ɻ

ಈ࢈อোΛར༻ͨ͠߹ͷ໔ۚ
ʢ ԁʣ
Λੜ͕ڠෛ୲͠·͢ɻ

ੜ

ੜ

ϝʔΧʔอূɾಈ࢈อোͷରͱͳΒͳ͍
τϥϒϧରԠɾαϙʔτΛ
ֶͷੜڠͷ͓ళ͕୲͍·͢ɻ
ιϑτΤΞͷτϥϒϧपลثػɺֶωοτϫʔΫͷ
ઃఆͳͲͷτϥϒϧରԠઃఆରԠΛΛੜڠ૭͢·͍ߦͯʹޱɻ

ʲֶͷੜڠΧϯλʔʹ͍ͯͭͰαϙʔτʳ

ϋʔυσΟεΫϑΝϯͳͲͷނো
͕݅ଟֶ͍ɻੜಉ༷04ͷ
ෆ۩߹ͷαϙʔτଟ͘ɺอূظ
ؒऴྃʹͳΔલʹҰ͖Ε͍ʹ
͔ͯ͠Βଔ͞ۀΕΔํଟ͍ɻ

ੜͰڠύιίϯΛങͬͨਓ͚ͩͷϓϨϛΞϜαϙʔτʂ
ଔͰ·ۀੜ͕ڠαϙʔτ͠·͢ʂ

ιϑτͷআґཔιϑτͳͲ
ͷಈ࡞ෆ۩߹Ͱͷαϙʔτ͕ଟ͍ɻ
·ͨੜʹൺɺӷথׂΕͳͲഁ
ଛΛ͞ΕΔํ͕૿Ճɻ

मཧແྉ
˰໔ۚɼԁ

ϓϨϛΞϜαϙʔτύοΫՃೖऀͳΒࡏֶதͯ͢ແྉʂ

ʢ˞্هྉۚɺੜڠͷ௨ৗαϙʔτɾमཧྉۚͰ͢ɻʣ

 ԁʢ੫ࠐʣ




ύιίϯ࠲ߨ༻׆ͷ͝Ҋ

パソコン初心者からレポート作成まで

大学生のための PC 活用講座
リモート授業、レポート作成、研究発表、先生へのメール etc…
大学生にとって今やパソコンは必須スキルです。
パソコンの基礎から、レポート・プレゼンまで、
選べるコースで大学生活に必要な PC スキルを学ぶことができます。
தژେֶͰɺૣ͍͔࣌ظΒϨϙʔτ՝͕ग़࢝Ί·͢ɻ8PSE&YDFM
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初心者向けコース
パソコンはイマイチ苦手…パソコン操作自体に経験が少ない。基本からおさらいしたい。という方におすすめの短期コース
です。大学のパソコンの授業や、レポートプレゼンコースに参加する前に不安を解消しておきたい方におすすめです。
コースの内容
開催時期・時間帯
90 分 ×2 コマ

●OS の操作 / ファイル操作の基礎知識 ●タイピング上達のコツと練習
●WEB ブラウザの基本操作とネットワークの基礎知識
■２０２２年１月下旬〜４月上旬 17:00 〜 21:00
※申し込み後、参加する日程を選択いただきます。
組合員価格

3,300 円（税込）

新しい学びのコース〜デジタル × スタディ入門
パソコンを上手く使えば学びの効果は 100 倍アップ⁉コロナ禍の中で広がった大学での新しい学び方が分かる！
My パソコンをノートにもテキストにもコラボ端末にも使い回す、新しいデジタルでの学びを体験するコースです。
コースの内容

開催時期・時間帯
90 分 ×３コマ

●大学での学び方をレベルアップするデジタルノート活用術
●オンラインミーティングの参加・運営方法 ●リスクを避けるインターネット、メールの知識とマナー
●ゼミやサークルでのグループ作業を効率化するクラウドやアプリの活用方法
■２０２２年３月下旬〜５月上旬 17:00 〜 21:00
※申し込み後、参加する日程を選択いただきます。
組合員価格

8,800 円（税込）

レポート・プレゼンコース
大学生になったら必ず必要な、レポートとプレゼンを作成できるスキルを約 2 ヵ月で学ぶコースです。全国の大学生とオン
ラインで協同作業をしながら、大学生なら身につけておくべき厳選スキルを身につけることができます。

大学生のための PC 活用講座３つのポイント

コースの内容

開催時期・時間帯

1
2
3

大学生協オリジナルカリキュラム

90 分 ×３コマ

大学生活で活用するスキルを厳選した、大学生のためのカリキュラムです。

●Word、Excel、PowerPoint アプリ操作スキル
●それぞれのアプリを連携させてレポートを作成し、発表するスキル
●レポート・プレゼンに必要な情報収集と加工のスキル
■２０２２年３月下旬〜５月上旬 17:00 〜 21:00
※申し込み後、参加する日程を選択いただきます。
組合員価格

19,800 円（税込）

●受講に必要なもの

オンライン講座でどこでも学べる

講座はオンラインで行います。入学前から受講し、入学時スタートダッシュが可能です。

選べる３つのコース

レベルに合わせて３つのコースから選べます。各コースの内容は右ページをご覧ください。



パソコン（Windows または Mac）、インターネット接続環境（zooｍアプリを使用します）
イヤホンとマイクの使用をおすすめします。
（注文番号 A-2 をご注文下さい）
※動画の視聴やオンライン講義の体験等に必要な機器及び回線はご自身の負担でご用意ください。また、接続に関する
トラブルや視聴品質の低下等については弊会では責任を負いません。

●ご確認下さい

※お申し込み後、大学生協事業連合・講座事務局よりメールで具体的な日程をご案内し、
その中から参加希望の日時をご指定いただきます。
※上記他の連絡のため、@univ.coop からのメールを受信できるように設定ください
※講座の様子は録画します。欠席時や復習に活用いただけます。
※本講座の申込に際しては、大学生協事業連合が定める講座約款をご確認の上、お申し込みください。
お申し込み後の解約には、講座約款に定める取消料をいただきます。（ホームページをご確認ください）
※本サービスで提供される、動画を含めた一切のデータは個人の利用に限定しています。
いかなる形であっても、複製や再配布・上映などでご購入者以外の方が利用できる状態を生じさせることは認められません。
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ʢϓϦϯληοτʣ
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●工学部向けモデル
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※プリンタの納期について
現在、世界的な半導体不足を原因とした電子機器の製造遅延のため

ϓϦϯλ

プリンターの出荷時期は３月〜５月となります。あらかじめご了承下さい。
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以下の２次元バーコードより Web サイトにてお申し込みください。
（生協 HP からでも申し込めます）
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