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今回お届けした資料についての
お問い合わせは生協までお願いいたします。

学習用パソコン

4年間の保証・サポートで安全・安心！

学習・研究に必要な機能と性能を搭載

2022

日本福祉大学生協の新入生応援サイトから
https://www.univcoop-tokai.jp/nfucoop/fresh/

わからないことは、オンライン説明会で解決！

入学準備説明会で聞けること

▶先輩学生による大学生活についての紹介
▶生協・共済について
▶パソコン・学習用教材について
▶大学生活スタートアップ講座について
▶教科書販売のご案内 他

福祉大生の先輩の実体験に基づいた説明となっております。ぜひ保護者のみなさまも一緒にご参加ください。
内容、申し込み方法など、詳しくは別紙をご覧ください。

生協では新入生のみなさま、保護者のみなさまにご参加いただける、
オンライン入学準備説明会を実施いたします。
生協の申し込み手続きだけでなく、大学生活を始めるにあたり
不安なことがありましたら、ぜひご参加ください。

お申込み

最新情報はホームページ又は公式LINEで

日本福祉大学生協
ホームページ
https://www.univcoop-
tokai.jp/nfucoop/index.html

日本福祉大学生協
2022年度新入生専用
公式LINE

学習用に使用するパソコンは、別途大学から推奨パソコン
の案内があります。必ず先に、そちらの案内を確認をして
いただき、検討・購入をしてください。

健康科学部 福祉工学科のみなさまへ

日本福祉大学生協

日本福祉大学生活協同組合
TEL：0120-294-502
受付時間はホームページでご確認ください。

Mail：coop-hf@ml.netnfu.ne.jp

＜定款・個人情報保護基本方針＞
日本福祉大学生活協同組合の定款・個人情報保護方針は、ホームページに全文記載しています。各種お申し込みの前にご確認ください。
https://www.univcoop-tokai.jp/nfucoop/index.html

3月12日までに合格の方

2022年3月25日（金）

日本福祉大学生活協同組合
TEL ：0120-294-502 

mail：coop-hf@ml.netnfu.ne.jp

受付時間はホームページにてご確認ください。

「学習用パソコン」等のお申し込みにあたっては、
「生協加入」を行っていただく必要があります。
右の期日までに手続きを行ってください。
※期日を過ぎた場合は、生協へお問い合わせください。

日本福祉大学生協
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持っている

持っていない

2021年実施ICTアンケート 日本福祉大生の回答より

A

Q

A

自分専用の、持ち運びができるパソコンを
所持している方が増えてきております。

先輩方は、パソコンを持っていますか？

94.8％の方が自分専用のノートパソコンを持っていると
回答がありました。

1年生のときに購入した方がいいですか？

65％の先輩方が、大学受験後以降大学入学までにパソコンを
購入されています。

Q

大学生はこんな時に
パソコンを活用しています

日本福祉大学では、学生すべてに身につけてほしい資質・能力を

「日本福祉大学スタンダード＝４つの力（伝える力・見据える力・関わる力
・共感する力）」と示しています。

この中の「伝える力」「見据える力」を養うためには「パソコンを使いこなし」
「データを活用・分析し、表現する」ことが求められています。

大学での課題、授業内での発表はもちろん、就職活動や実習、部活・サ
ークル活動、趣味など、大学生になると、パソコンを使う機会が増えます。
特に、2020年度以降は、オンラインでの講義形式が実施され、パソコンや
タブレットなどを活用した学修方法も多く取り入れられてきています。

また、大学生活の学びだけでなく、社会に出てからも、パソコン等の機
器を活用できるスキルが必須となってくるでしょう。将来のためにも、大学
生活中はパソコンで学び、4年間で、さまざまなパソコンスキル、活用方法
を身につけましょう。

大学生協は、みなさんが大学4年間パソコンを使い続けるための
環境を整え、パソコンを活用されることを応援しています。

1年生

○履修登録
○レポート作成
○ガイダンス・講義の
オンラインでの参加

○授業内のプレゼン発表
○メール等での課題提出

2・3年生

○ゼミ活動での研究発表
○実習に関わる報告書作成
○インターンシップ
○就職活動準備・情報収集
○資格取得のための勉強

4年生

○内定企業との連絡
○卒業論文・ゼミ論文
○就職活動
○社会人になってから
必要なスキルの習得

「パソコンスキル」の習得は
働き始めてからでは間に合わない！

さまざまな仕事にパソコンが必要です。
大学生の間に、パソコン操作に慣れてお
くことをおすすめします。

2021年実施 ICTアンケートとは

1～4年生の現役日本福祉大生のうち、
ご協力いただいた271名から回答をいただいた
アンケートの結果です。

1年生 142名
2年生 57名
3年生 40名
4年生 32名 合計 271名

全ての日本福祉大学生の回答ではありませんが、
ご参考までに数値を掲載いたします。

94.8％

高校

8%

大学受験～

入学前

65%

大学1年

16%

大学2年

2%

大学3年

2%

不明/無回答

7%

2021年ICTアンケートより
「パソコンはいつ頃購入しましたか？」

2020年度からオンラインでの
授業も実施されるようになり、
1年生の時点でパソコンを購入
される方が増えてきております。

先輩方は、自宅と大学の両方で
パソコンを使っていらっしゃいます。

大学生になるタイミングで
自分専用のパソコンをご用意される
ことをおすすめします。
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パソコン選びのポイント
～大学生にふさわしいパソコンとは～

先輩に聞いた生協パソコンのおすすめポイント TOP3

生協の新入生モデルパソコンには、4年間の保障が2種類ついています。
大学生活でよく発生する、故障・破損に対応しています。

4年間のメーカー保証と動産保障があって安心1位

困ったことがあれば、各キャンパスの購買店舗カウンターまでお越しください。
また自宅でも相談できる、電話サポートもついています。（営業時間中のみ）

生協のパソコンは、カメラ、マイクがあらかじめ内蔵されたモデルです。
ZOOM、Teamsなどを使ったオンライン授業も簡単に始めることができます。

2

Point 1

日本福祉大学のパソコン推奨仕様を
ご確認ください。
生協のパソコンは推奨仕様を
クリアしています。

4年間の勉学・研究生活に
必要かつ充分な性能・機能を
そなえたもの

Point 2

大学生は、基本的にはパソコンを自宅と
大学の両方で使います。大きさ、軽さを
ご確認ください。
また、1日フル活用できるバッテリー駆動
時間を持ったモデルがおすすめです。

持ち運びに適し、軽量・薄型で
堅牢なもの

Point 3

WEBカメラ、スピーカー、マイクが
必要不可欠です。
また、Wi-Fiに対応しているモデルを
ご用意ください。

オンライン授業を受ける上で
必要な機能の確認

Point 4

Word、Excel、PowerPointなど、Office
製品は、在学中に無料で使用することが
できます。Officeの入っていないパソコ
ンを購入いただくと、少しでもパソコン
の費用を安くすることができます。

Microsoft Officeは在学中無料！

Point 5

大学生活は、使用頻度も高く、故障や破損
、トラブルはつきものです。
特に、就職や卒業に直結する3,4年次に
故障が発生することが多いです。

万が一の時でも、卒業まで安心して使える
保障内容があるものをおすすめします。

故障・破損時の長期保証

生協のパソコンのおすすめポイント

Point 6

使い方や設定の仕方が分からないときや
故障・トラブルが発生したときに、すぐ
に持ち込んで相談できる窓口があること
が肝心です。

トラブルや困ったときの
サポート窓口

2021年ICTアンケートより
「今使用しているパソコンについて、気になっている
（改善したい）ことは何ですか？」（複数回答可）

先輩たちがパソコンで気にしているポイント

3
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サポート

デザイン

起動が遅い

動作速度が遅い

バッテリー駆動時間が短い

重くて持ち運びが困難

学内の生協や、電話でサポートが受けられて安心2位

Webカメラ付きで、オンライン授業にすぐ対応できる3位

多くの先輩方が「重さ」「バッテリー駆動時間」
「起動・動作」について、
気になっていると回答しています。

持ち運び、自宅外での使用、長時間使用
という大学生活スタイルにあった、パソコンを
おすすめします。

●長年にわたる大学生の先輩たちの体験や要望、
そこから生まれた知恵を集約し、機種や機能を厳選しています！

●４年間の大学生活に合わせた保障がついていることです

キャンパスPCガイド

キャンパスPCガイド

大学生協のパソコンが選ばれる理由

大学生協のパソコンは毎年

約500～550名の

新入生の方に
ご購入いただいております

～後悔しないパソコンの選びのために～

パソコンを購入される前に、ぜひ、全国大学生協の

「Campus PC Guide2022」をご覧ください。

2月9日現在 既に281名の方に
ご購入いただいております。

※最新の残り台数はホームページでご確認ください
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卒業まで安心して
使い続けていただくために

3

大学生協オリジナルパソコンの特徴

正しい使い方をしていてもパソコンは故障してしまうことがあります。このような場合、メーカー保証が適
用されますが、通常はメーカーが提供する保証期間は1年間。量販店などでも長期保証を独自でおこなってい
ますが、店舗によって保証限度額の設定があったり、保証回数制限がかかっていたり、保証内容が違ってい
ます。しかし、大学生協では4年間メーカー保証が標準保証のため、安心して4年間ご使用いただけます。

パソコンが起動しない（故障）の場合

ハードディスクの交換
修理代：約30,000円 無料

ファンから異常な音がする場合

内蔵ファンの交換
修理代：約20,000円 無料

「移動中にぶつけてしまった」「飲み物をこぼしてしまった」など思いがけない事故による破損・液晶割れ
などの修理の場合、通常で5万円～10万円と高額な修理代が発生します。生協オリジナルパソコンには4年間
の動産保障が含まれていますので、年間保障限度額（※1）まで何度でも修理を受けられます。

修理ができないほどの故障の場合や、保障限度額を大幅に超える場合には、パソコンを買い換えるための
「再購入補助」制度があります。

画面が写らない・液晶割れの場合

LEDパネルの交換
修理代：約90,000円

免責金

5,000円
のみ

サポートパック
加入者の方

0円

有料オプション：「4年間プレミアムサポートパック」にご加入されると、免責金5,000円は生協が負担し
ご本人負担額は０円です。

※「動産保障」には、年間の保証限度額が設定されています。使用年数が経過するため、学年が上がるごとに、
保証額が減少していきます。

※付属品（ACアダプター、ケーブル類）や消耗品（バッテリー消耗）その他同時購入された周辺機器は対象外です。
※詳細は、8ページ以降の各パソコン紹介ページをご覧ください。

落として破損してしまったの場合

フロントカバーと
メインボード交換
修理代：約100,000円

免責金

5,000円
のみ

サポートパック
加入者の方

0円

1

自然故障に対応する４年間のメーカー保証１

故障や破損の状態にもよりますが、通常パソコンの修理にはある程度の日数が必要
です。その間パソコンが使えないと、「レポートが書けない」といった困った事態
になってしまいますので、修理期間中にパソコンをお使いいただけるよう、代替機
の無料貸出しサービスを行っています。

※購入された機種と異なるパソコンです。台数に限りがあります。
※全国の大学生協共通の貸出機のため、取り寄せにお時間がかかります。

有料オプション：「4年間プレミアムサポートパック」にご加入されると、日本福祉大生協内に保有して
いる貸出機から優先的にお貸し出しをします。全国貸出機よりも、早くお渡しすることができます。

パソコンで気になることや、困ったことがあれば、
各キャンパスの購買店舗カウンターへお越しください。
学内にあるので、授業の空き時間などに利用ができ
便利で、安心です。

修理の受付も店舗カウンターでお預かりしています。

最初の１年間は新入生専用の窓口で
パソコンの「困った」を対応いたし
ます。

２０２２年３月１日～
２０２３年２月２８日まで

詳細はご購入いただいた方にご案内
いたします。

年１回から２回、「パソコン無料
点検会」を実施しています。生協
でパソコンを購入された方だけの
特典です。

※新型コロナウイルス感染症の状
況により、実施できない場合がご
ざいます。あらかじめご了承くだ
さい。

無料電話サポート５
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ウィルス感染

物理的な故障、破損（液晶割れ等）

電源が入らない

その他

アプリの使い方が分からなかった

ネットワークにつながらなくなった

無料パソコン点検会6

2021年ICTアンケートより
「パソコンのトラブルで経験したこと、困ったことを
教えてください。」（複数回答可）

「うっかり壊してしまった」に備えた4年間の動産保障2

パソコン修理時の貸出機制度（無料）３

サポートは各キャンパスの学内生協店舗へ４

販売するのみでなく
大学生活で必要になる
パソコンのサポートを
各種ご用意しています
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日本福祉大学生協オリジナル
学習用パソコン

4

富士通ノートパソコン
FMV UHシリーズ 大学生協オリジナルモデル

台数
限定

CPU

第11世代
Intel Corei7

1165G7

光学ドライブ

なし
別売り

画面サイズ

13.3インチ
（1920×1080）

タッチ式

OS

Windows10 Home 64bit
Windows11

無償アップグレード対応

メモリ

8GB
（4GB×2）
※交換増設不可

SSD

256GB
SSD

軽さ

約920ｇ

バッテリー

約16.5時間
（JEITA2)

無線LAN

IEEE802.11
ax/a/b/g/n

(Wi-Fi6)

音声

マイク
スピーカー

内蔵

Webカメラ

約92万画素
※プライバシー
シャッター有

動産保障（QG-Care)の内容

修理会社で修理が可能な破損の場合

1障害につき、修理費用最高15万円までです。（１年目）
修理代金が下記、経過年数保障限度額を超える場合には、超過する修理代分はご負担い
ただきます。（使用年数経過によって、保障限度額が減少します。）

生協組合員価格

149,800円（税込）

修理会社で修理できない破損の場合

保障限度額の範囲で、動産保障による、「パソコン再購入補助」が受けられます。
（再購入は生協でのパソコン購入に限ります）

※「プライバシーシャッター」は、ビデオを使用しないときカメラにカバー（ふた）をできる機能です。
※そのほか詳細は別紙メーカーチラシをご覧ください。

Microsoft Office

なし
4月以降に大学から
無償で提供されます

FMVU9E3RD1（ガーネットレッド） 限定 100台
FMVU9E3WD1（シルバーホワイト） 限定 240台

角2サイズの封筒よりも小さいサイズです

薄さ15.5mm 本体の軽さ約920ｇ

メーカー保障開始日より １年目 ２年目 ３年目 ４年目

保障限度額 １４万円 １２万円 １０万円 ６万円

免責金

5,000円
（自己負担）

生協オリジナル
セットアップマニュアルつき

※今回ご提案の機種は、2021年春モデルです。
※台数限定のため、なくなり次第販売を終了いたします。
※最新の残り台数はホームページでご確認いただけます。

Microsoft Officeについて

大学入学後、大学のポータルサイト「nfu.jp」
から、専用サイトを経由してダウンロードが
できます。ダウンロード方法などについては
大学入学後の説明でご確認ください。

大学生協でパソコンをご購入いただいた方には
Officeのインストール作業を一緒にサポート
します。

変換アダプタ

HDMI 
to VGA
同梱

インナーケースつき
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日本福祉大学生協オリジナル
学習用パソコン

4

Dynabookノートパソコン
GCX83シリーズ 大学生協オリジナルモデル

CPU

第11世代
Intel Corei3

1115G4

光学ドライブ

なし
別売り

画面サイズ

13.3インチ
（1366×768）

ノングレア

OS

Windows10 Home 64bit
Windows11

無償アップグレード対応

メモリ

8GB
（8GB×1）
※交換増設不可

SSD

128GB
SSD

軽さ

約989ｇ

バッテリー

約18時間

無線LAN

IEEE802.11
ax/a/b/g/n

(Wi-Fi6)

音声

マイク
スピーカー

内蔵

Webカメラ

約92万画素
※プライバシー
シャッター有

動産保障（QG-Care)の内容

修理会社で修理が可能な破損の場合

1障害につき、修理費用最高15万円までです。（１年目）
修理代金が下記、経過年数保障限度額を超える場合には、超過する修理代分はご負担い
ただきます。（使用年数経過によって、保障限度額が減少します。）

生協組合員価格

109,800円（税込）

修理会社で修理できない破損の場合

保障限度額の範囲で、動産保障による、「パソコン再購入補助」が受けられます。
（再購入は生協でのパソコン購入に限ります）

※「プライバシーシャッター」は、ビデオを使用しないときカメラにカバー（ふた）をできる機能です。
※そのほか詳細は別紙メーカーチラシをご覧ください。

Microsoft Office

なし
4月以降に大学から
無償で提供されます

A69EG3P22LW1（パールホワイト） 限定 180台

角2サイズの封筒よりも小さいサイズです

薄さ17.9mm 本体の軽さ約989ｇ

免責金

5,000円
（自己負担）

※今回ご提案の機種は、2021年春モデルです。
※台数限定のため、なくなり次第販売を終了いたします。
※最新の残り台数はホームページでご確認いただけます。

台数
限定

メーカー保障開始日より １年目 ２年目 ３年目 ４年目

保障限度額 １０万 １０万 １０万円 ６万円

変換アダプタ

Type-C 
to RGB
同梱

生協オリジナル
セットアップマニュアルつき

Microsoft Officeについて

大学入学後、大学のポータルサイト「nfu.jp」
から、専用サイトを経由してダウンロードが
できます。ダウンロード方法などについては
大学入学後の説明でご確認ください。

大学生協でパソコンをご購入いただいた方には
Officeのインストール作業を一緒にサポート
します。 インナーケースつき

台数
限定



4年間 プレミアムサポートパック 内容

A

Q

A

Q 途中から申し込むことはできますか？

途中からの加入は出来ません。1年生の時に、教材の締め切り日
までにお申込みください。

生協のパソコン以外でも、利用できますか？

生協以外でパソコンを購入された方は、ご利用いただけません。
生協でパソコンを購入した方のみの、お得なプランです。

4年間プレミアム
サポートパックのご案内

5

機械的な故障は、メーカー保証・動産保障で修理することができます。

しかし「誤って入ってしまった迷惑ソフトや詐欺ソフトの消し方がわからない」「設定が元に戻せ
ない」などのトラブルは、自分で調べて対処するか、専門のパソコン業者に依頼する必要があり
ます。
一般的なサポート業者の料金は1回30分程度のサポートでも5,000円、サポートや不具合の内
容によっては、10,000円～30,000円かかることも多く、突然の出費としては負担です。

「卒業までのサポートパック」は、学生のみなさまの金銭的、時間的、精神的な負担を減らし、
4年間安心してパソコンを使えるようにご用意した生協オリジナルサポートです。

生協組合員価格

23,600円（税込）

修理時の貸出パソコンを
学内保有分から
優先的にお貸出しします

２
動産保障の自己負担金
5000円を生協が負担！
購入後4年間は何度でも
対象となります

１

対象となる作業の
技術的なサポート料が
無料になります

３
大学生のためのPC講座
初心者コースつき！

４

※修理が重なる時期は、予約順になります。
※購入時とは異なるパソコンになります。
※修理が発生しないときはお貸出しの対象
にはなりません。

専用テキスト＋2コマ×90分のオンライン
講座を受講できます。詳細はp14以降を
ご覧ください。

例）パソコン修理後のセットアップ
学内ネットワークにつながらない
ウイルス駆除
オンライン授業の音が聞こえない など

4年間プレミアム
サポートパックは

パソコンを購入された方の

約90％の方から

お申込みいただいています

3,300円相当

6

17

19

21

68

93

0 20 40 60 80 100

ウィルス感染

物理的な故障、破損（液晶…

電源が入らない

その他

アプリの使い方が分からな…

ネットワークにつながらな…

2021年ICTアンケートより
「パソコンのトラブルで経験したこと、困ったことを
教えてください。」（複数回答可）

学内インターネットにつながらなくなった

学内のネットワーク再設定

1,100円 無料

オンライン授業が実施されるようになり、
これまで以上に、技術的なサポートの問い
合わせが増えてきています。
ぜひ「4年間プレミアムサポートパック」も
一緒にお申込みをお願いいたします。

オンライン授業の音が聞こえなくなった

オーディオデバイスの
削除・再インストール

2,200円
無料

修理完了後の初期セットアップ等

セットアップ、Office設定
ネットワーク設定等

11, 000円
無料

ウイルスに感染したかも・・・

ウイルスチェック・駆除

2,200円 無料
駆除できない場合のリカバリ作業は別費用

修理完了後の免責金（自己負担金）

免責金（自己負担金）

１回 5,000円 無料

＜ご確認ください＞
※出張サポート、訪問サポートは行っていません。
※違法な行為については対応いたしません。
※授業の課題、テストの解答にかかわるお問合せに
は、対応いたしません。操作方法や、提出のため
に必要な技術的サポートはいたします。

※作業にあたり必要になる消耗品、交換品などは
別途部品代をいただく場合があります。

※データのバックアップは基本的にはご本人様の
責任で行っていただきます。バックアップの取り
方について、操作方法のサポートはいたします。

宅配で修理を依頼する際
往復の送料を生協が負担
します

５

長期休暇などで大学に登校しない時
などにご利用いただいています。
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＜主なコンテンツ＞

●Windowsの操作
●WEBブラウザの基本操作
●ネットワークの知識
●タイピング練習
●ファイル操作の基礎知識 etc

大学生のための
パソコン活用講座のご案内

講座単品での販売は
いたしておりません。
「4年間プレミアム
サポートパック」の料金に
含まれております。

3つのパソコン講座でみなさんのパソコンの学びをサポートします！

大学生協オリジナルパソコンをご購入頂いた方を対象に3つのPC活用講座を開催いたします。

これからの大学生活だけではなく、社会に出てからもパソコンの知識やスキルは必要になってき
ます。パソコンの操作に慣れていない、レポートなどを作成したことがない方におすすめします。

講座

1
講座

2
講座

3

大学生のためのPC活用講座

【初心者向けコース】

●パソコン操作自体に経験が少ない
方やパソコン初心者の方を対象にした
講座です。
●Windowsの基礎など基本的な操作
を学んでいきます。

生協組合員価格
8,800円（税込）

＜主なコンテンツ＞

●デジタルノートの活用
●オンライン授業ツールの活用
●クラウドの活用
●リテラシー
●先生に失礼と思われないメールマナー etc

●オンライン授業を見据えた大学での新しい
学び方を学習します。

●メールマナーなどオンライン授業だからこ
そ必要な知識を学びます。

生協組合員価格
19,800円（税込）

大学生のためのPC活用講座

【レポート＆プレゼンコース】

＜主なコンテンツ＞
●Officeの操作スキル ●情報収集～加工のスキル
●デザインスキル ●プレゼンスキル
●レポート作成 ●オンラインでの共同作業のスキル etc

●Officeスキルを中心とした大学初年次に必要なICT／PC操作スキルを学びます。
●PC操作スキルを学びながらレポート作成やプレゼンに必要なスキルを身に付けます。

★重要★
レポートプレゼンコースは、MicrosoftOfficeのWord、Excel、PowerPointを
利用します。
日本福祉大学生は、4月以降に無料でOfficeを利用できます。
講座の受講は、4月以降の日程でご検討ください。

大学生のためのPC活用講座

【新しい学びのコース】
デジタル×スタディ入門

「大学生のパソコン活用講座」は
生協のパソコンを購入された方を対象とした講座です。
受講を希望される方は、パソコン本体の購入時に
講座を一緒にお申し込みください。

6
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パソコン講座
詳細とスケジュール

全コース共に講座日程及び時間帯はお申込み後にご自身で選択いただきます。詳しくはお申込
み後に届くメールにてご確認ください。

大学生のためのPC活用講座

【初心者向けコース】

大学生のためのPC活用講座

【新しい学びのコース】
デジタル×スタディ入門

90分×2コマ
（ZOOMによるオンライン）

＜ご確認ください＞※各講座共通項目です。

※お申し込み後、大学生協事業連合・講座事務局よりメール（@univ.coopからのメールを受信で
きるようにしておいて下さい）で具体的な日程をご案内 し、その中から参加希望の日程を ご指定
いただきます 。 ご希望の日程に基づいて教材や受講用のURL等の情報をお送りします。

※講座の様子は動画で収録しています。欠席時や復習にご活用いただけます。
※時間割の都合等により、参加日程の変更が必要な場合は講座事務局にお申し出下さい。空きのあ
る日程の中から変更いただけます。

※本講座の受講に際しては、大学生協事業連合の定める講座約款Bを適用します。お申し込み後の
解約には所定の取消料をいただきます。ご確認の上、お申込みください。

パソコンはイマイチ苦手。。。タイピングも
遅いし、基本からおさらいしたい、という方
のための短期コースです。
大学のPCの授業前に不安を解消しておき
たい方にお勧めです。

ゴール

コマ数

開催時期

時間帯

1月下旬～4月上旬
※申込み後参加するクラス
を選択いただきます。

17:00～21:00

●OSの操作／ファイル操作の基礎知識
●webブラウザの基本操作とネットワークの基礎知識
●タイピング上達のコツと練習
●パソコンオーナーのためのハードウェアの知識

内 容

大学生のためのPC活用講座

【レポート＆プレゼンコース】

90分×3コマ（3週間）
（ZOOMによるオンライン）

パソコンをうまく使えば学びの効果は100倍アップ！
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×スタディスキルを体験
するコースです。

ゴール

コマ数

開催時期

時間帯

2月中旬～5月下旬
※申込み後参加するクラス
を選択いただきます。

17:00～21:00

●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方法
●オンラインミーティングの参加・運営方法
●ゼミやサークル等のグループ作業を効率化するクラウドと
オンラインアプリの活用方法・スマホとの連携

●リスクを避けるインターネットとメールの知識とマナー

内 容

90分×9コマ（約2ヶ月）
（ZOOMによるオンライン）

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するためのスキルを
約 2ヶ月で学ぶコースです。
全国の大学生とオンラインで共同作業をしながら、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。

ゴール

コマ数

開催時期

時間帯

4月上旬～5月下旬
※申込み後参加するクラスを選択いただきます。
※4月にOfficeのインストールを済ませてから受講をしてください。

17:00～21:00

●Word Excel Power Pointのアプリ操作スキル
●それぞれのアプリを連携させてレポートとプレゼンを作成し
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
●オンラインでの共同作業ができるスキル

内 容

受講に迷ったら
「スキルチェック」
をしてみよう！

初心者向け
コース

新しい学びの
コース

レポート＆
プレゼン
コース

お申し込み前にご覧ください お申し込み前にご覧ください

お申し込み前にご覧ください

●講座のさらに詳しい内容や
講座約款・取消規定は
右記の二次元コード（QRコード）
からご確認頂けます。
お申込み前にご確認を
お願いします。

●講座のさらに詳しい内容や
講座約款・取消規定は
右記の二次元コード（QRコード）
からご確認頂けます。
お申込み前にご確認を
お願いします。

●講座のさらに詳しい内容や
講座約款・取消規定は
下記の二次元コード（QRコード）
からご確認頂けます。
お申込み前にご確認を
お願いします。

各講座の二次元コード（QRコード）から
「スキルチェック」をすることができます。

自分が現在どれくらいの「パソコンスキル」があるか確認して
大学生活でパソコンを使う準備を進めましょう。

6
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パソコン購入者限定
4年保証モデル複合機プリンタ

「複合型プリンタ」も4年間使い続けられる
モデルをご用意しました。

7

エプソン 複合機EW-M634TW
（大学生協限定 メーカー4年保証モデル）
プリント・コピー・スキャナ機能を搭載した複合機です

オンラインでの授業では、先生から配布される追加資料は、必要に応じて自分自身で印刷して、
受講します。必要なときにすぐプリントできる環境を整備しておくのも、オンライン授業を受講する
ためのポイントです。

また、プリントだけではなく、「資料をスキャナーでパソコンに取り込む」「資料をコピーする」などの
機能も備わっている「複合型のプリンタ」をおすすめします。

プリント
4年間のメーカ保証
修理「無料引き取りサービス」

複合機を大学までもってくるのは困難！
4年間は修理の引き取り、お届けが無料です。
お電話、またはWeb等からお申込みいただき
ご指定の場所お伺いします。梱包も不要です。

※4年間保証は「MyEPSON」へユーザー登録
いただくことで、延長が保証されます。
ご購入後に必ずご登録をお願いします。

大容量・低コストインク
「エコタンク」搭載

大学生のニーズにあわせたインク方式です。
購入時についてくるインクのみで
カラー：約6000枚
モノクロ：約7500枚を
印刷できるので、
インクの買い替えは
4年間でほとんど
発生しません。

生協のパソコンを購入された方限定で
特別価格で販売します。
複合機のみのお申込みはできません。

商品の詳細は、同封しました
メーカーのチラシを確認ください。

台数
限定

※台数限定のため、なくなり次第販売を終了
いたします。
※最新の残り台数はホームページでご確認い
ただけます。

８ 2022年度
学習用パソコンセット内容

ご希望の組み合わせと、金額をご確認の上、Webサイトでお申込みください。

※富士通パソコンは、お申込み時に、パソコン本体の色をお選びください。
※パソコン本体と、パソコン講座２のみ、パソコン講座３のみの組み合わせでお申込みを希望される場合は、
ご注文画面上で選択いただくことができます。

富士通

パソコン

Dynabook

パソコン

プレミアム

サポート

パック

PC講座２

デジタル

スタディ入門

PC講座３

レポート＆

プレゼン

4年保証

複合機

プリンタ

注文NO チェック

F-１ ● ● ● ● ● 242,000 円

F-２ ● ● ● ● 202,000 円

F-３ ● ● 173,400 円

F-４ ● ● ● 213,400 円

F-５ ● ● ● ● 218,400 円

F-６ ● ● ● 178,400 円

F-７ ● ● 189,800 円

F-８ ● 149,800 円

D-1 ● ● ● ● ● 202,000 円

D-2 ● ● ● ● 162,000 円

D-3 ● ● 133,400 円

D-4 ● ● ● 173,400 円

D-5 ● ● ● ● 178,400 円

D-6 ● ● ● 138,400 円

D-7 ● ● 149,800 円

D-8 ● 109,800 円

税込価格セット内容　該当箇所に●印がついているものが含まれます

※パソコン、プリンタともに、台数限定のため、なくなり次第販売を終了いたします。

お申込み方法

まずは日本福祉大学生協ホームページで
「ご注文前にご確認いただきたいこと」を
ご覧ください。

詳しいお申込み方法は 22ページをご覧ください。

日本福祉大学生協

お申込み方法のページ



新学期限定
おすすめ教材・企画のご紹介

９

大学生活 スタートアップ講座 OnLine 2022

英語学習教材 TOEIC スターターキット

CASIOデジタルピアノ 4年間保証つき

全国の新入生とオンラインでつながりながら、大学生活の第一歩をふみだそう！
動画視聴、SEQ受診、オンライン交流会がセットになった、全３日間のオンライン講座です。

大きく変化する時代の中でも
「充実したキャンパスライフ」を
送ることができる方法はたくさん
あります。

目標をもって「大学生活」を
スタートできるように、
ぜひ講座を受講してみましょう。

生協組合員価格

9, 000円（税込）

（SEQ2回受診代4,900円含む）

同封のチラシもご覧ください

全国の大学生協が一緒に
運営をしています。
まずは、こちらのサイトを
ご覧ください。
無料の説明会もございます。

SEQ

SEQ 2回分がセットに！！

生協組合員価格

13,800円（税込）

先輩方の声をもとに、今年度より、デジタルピアノの販売をはじめました。
資格取得のため、授業のために必要な方、
生活スタイルの変化で、夜間にピアノを弾きたい方
デジタルピアノはいかがですか？

小学校教員や幼稚園教諭、保育士をめざす方、

一人暮らしを始める方におすすめのデジタルピアノ

同封のチラシもご覧ください

同封のチラシもご覧ください

生協組合員価格

46,200円（税込）から

※デジタルピアノは1年を通じて販売しています。
ご購入時期により、価格や特典が変更になる場合
があります。ご了承ください。

※この教材は、新入生の時にのみ購入ができる教材です。
※2022年度は4月18日（月）までの販売となります。

大学生活のスタートとともに
英語力アップにチャレンジしてみませんか？

初めてTOEICを勉強する方
英語が苦手な方、
今度こそ頑張りたい方におすすめの教材です。
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スタートアップ講座

「EQ」をご存知でしょうか？

変化が大きくなる社会の中で、多くの企業や、
社会のさまざまな場面で、成果を上げたり、
コミュニケーションをよくするためのカギとして
あげられるのが「EQ」です。

決して先天的なものではなく、誰もが持っている
能力で、訓練すれば伸ばすことができる、と言わ
れている「EQ」。

「スチューデントEQ（SEQ）」は、日本で唯一
の大学生向けEQ行動特性検査です。

Point 



Step1

10 申込手続きはパソコン・スマホから

パソコン購入、そのほか教材のお申込みについてはWeb申込にてお願いしております。
専用サイトにて期日までに手続きをお願いいたします

パソコン・教材申し込み方法 ご案内ページへ

各申し込みサイトで、必要事項の入力と設定・選択を行うStep2

発送

①注文する商品を選択、数量を入力、オプションを選択して
「お買い物かごへ」をクリックします。
「お買い物を続ける」を押し、必要なものをすべて
お買い物かごへいれます。すべて登録できたら次へ進むを
選択します。

教材Web 申し込み手順

A

Q

A
再起動させたのち、最初から手続きをお願いします。

手続き中「他のブラウザで登録されたためページを表示することが出来ま
せん」とエラーが出た。

ボタンを複数回押したことで起こったと考えられます

注文した内容を変更したいです。

ご注文後の状況により、お受けできる場合とできない場合が
ございます。至急ご連絡ください。

Q

申し込み Q&A

A

迷惑メール設定・フィルター設定等で上記のメールアドレスからのメールが受信できるように
してください。

メールアドレスを登録した後に、メールが届きません。

迷惑メールフォルダに届いていませんか？又は「@univcoop.or.jp」から
のメールが受信できるように設定の変更をお願いいたします。

Q

A

Q インターネット環境がなく、申し込み手続ができない場合はどうすればい
いですか？

日本福祉大学生協へご連絡ください。

A

Q 一人暮らし予定で住所がまだ決まっていません。

一人暮らし先の住所が決まっていなくても、手続きができます。
お届け希望のご住所が決まりましたら、注文履歴から、
お届け先住所を変更してください。

まずは「日本福祉大学生協」のホームページから、
「パソコン各種お申込み」のボタンをお選びいただき
「ご注文前にご確認いただきたいこと」をご覧ください。
ご確認の上、「申し込みサイト」へ移動します。

右の二次元バーコードまたは、「日本福祉大学生協」で検索して
ホームページをご覧ください。

選択されたコンビニエンスストアで期日までに、お支払いをお願いします。
大学生協ローンの場合は、審査番号が通り次第、お支払い完了となります。

日本福祉大学生協

お申込み方法のページ

②WEB会員登録済みの方はログイン
まだの方は、「必要事項入力画面へ」を
クリックして、会員登録をお済ませください。

③お届け先情報、お支払い方法を登録して、注文
を完了してください。

お支払いStep3

お支払い方法

A：コンビニ払い
B：大学生協ローン

がお選びいただけます。

パソコン・各種教材の発送
ご入金確認後、１週間から10日で発送予定です。
パソコン、プリンタ、電子ピアノはそれぞれ別便でお届けします。
到着日が異なりますので、ご了承ください。

TEL：0120-294-502 Mail：coop-hf@ml.netnfu.ne.jp

そのほか、よくあるご質問をこちらのページに掲載しております。
ご覧ください。

日本福祉大学生協

新入生サイト Q＆A
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