
生協への加入手続きをお済ませの上、〆切までにお申し込みください。

教材用生協オリジナルパソコンのご案内

情報学部の

指定教材
です

■4年間延長保証+拡張保証
■インナーバッグ付き
■ウイルスバスター4年間付き

指定教材パソコンは、プログラミングなどの高度な授
業・実験に耐えられるように情報学部の先生方が選定
をしています。購入を強制するものではありませんが、
情報学部のほとんどの必修授業では指定教材パソコン
を標準機として授業が進められます。指定パソコン以
外だと学部でもサポートしきれず、授業を受けるうえ
で影響が出てしまう場合があります。

指定教材です

軽く、丈夫なノートパソコンですが、学
校と家の間を持ち運ぶ生活を続けている
うちに、ちょっとした不注意で壊れてし
まうことや、気づかないうちに雨水がカ
バンの中に入ってしまい故障してしまう
ことがあります。近年ではオンライン講
義により自宅での作業時間が増え、液体
こぼしや落下などの破損修理も増えてき
ています。
指定教材パソコンには4年間の延長保証、
動産保険（破損・水濡れ・盗難時）が付
属しており「ついうっかり」の落下事故
や液体こぼしの修理も保険が適応できま
す。修理時には貸出機サービスを受ける
ことができるため、修理期間（通常1,2週
間）の間も授業で困ることがありません。

4年間安心して使えます

毎日の持ち運びを考慮した約1.1kgの重量と、コン
セントが使えなくても朝から夕方まで使える大容
量バッテリの搭載で大学内でも一日しっかりと使
えます。また、丈夫で壊れにくいパソコンを選定
しています。SSDは512GBと大容量になっているた
め4年間のデータ保存にもしっかり使えます。

毎日しっかり使えます

申し込み〆切：3月28日(月)

Panasonic CF-FV Officeは学内のライセンスを無料でインストールできます。

静岡大学情報学部の教材としてご購入いただく機種が決定しました。
案内をご確認いただきお早めにお申し込みください。

2022年2月 静岡大学生活協同組合

2021年度グッドデザイン賞受賞

記憶装置 重量

512GB PcIe 約1.099kg

メモリ バッテリー

16GB 約21時間

OS CPU 液晶 無線LAN

Windows11

Pro

64bit

 Core i7-

1165G7

14型ワイド

(2160×1440)

Wi-Fi 6対応

IEEE 802.11a/

b/g/n/ac/ax準拠



静大生のパソコン事情

静岡大学では1人1台のパソコンが必要です。
静岡大学の情報学部では、授業やレポート作成などでパソコンが必要になります。また、上級生になれば
なるほど、発表やレポート、インターン、就活などの場面でパソコンを使用する場面は増えてきます。
上級生になったときのことも考えて、4年間安心してお使いいただける生協のオリジナルパソコンのご購入
をおすすめいたします。

生協なら、万全のサポートです。
4年間、授業やプライベートでしっかりと安心して使うための、生協ならではのサポートです。

②大学内で気軽にご相談いただける
生協のサポートカウンター

生協のお店は学内にあり、トラブルが発生した
場合でも休み時間に相談・修理受付が可能！
トラブルの内容によっては授業前に生協へパソ
コンを預けて、授業終了後に受け取るといった
ことも可能です。また、毎年開催しているメー
カーによるメンテナンス会では、直接メーカー
技術者にその場で簡単な修理が受けられます。
学内でサポートが受けられるのも生協オリジナ
ルパソコンの大きなメリットです。

生協オリジナルパソコンセットの代金には貸出
機代が含まれています。メーカー修理に出すと
通常1,2週間程度の時間がかかりますが、修理
期間中も同じ型のパソコンをご利用いただける
ので、授業やレポート作成にも安心して取り組
めます。
※生協オリジナルパソコンをご購入いただいた方のみが貸出
機サービスをご利用いただけます。貸出機には限りがあるた
め修理受付が集中した場合など、お貸し出しできない場合が
あります。

実際の修理事例「サポートがあって本当に良かった」
情報学部 N.Kさん

大学生になって初めてノートパソコンを買い
ました。入学当初からパソコンを使う講義が
多く、持ち運ぶことも多いため、落下などの
リスクが多くなります。私自身もうっかり事
故によるトラブルを経験しました。ある日、

自宅で課題を行いながら夕ご飯を食べていると、作業に戻ろう
としたタイミングで手元が滑り、キーボードの上にお皿を落と
してしまいました。更に驚いた拍子にパソコンを机から落とし
てしまいました。結果としてパソコンは水没し、ディスプレイ
とキーボードが分離してしまうという悲惨な状況に陥りました。
そんな時、大学生協の窓口に相談したところ、簡単な手続きだ
けで故障したパソコンを引き取ってもらえました。また、購入
したものと同じモデルの代替機も借りられたため、修理期間中
であっても問題なく講義に参加することができました。修理完
了後、故障についての明細書を確認したところ、水没・落下に
よっておよそ10か所の部品が破損していました。すべての部品
の交換や修理を行ったのですが、サポートの条件額に収まって
いたため、なんと無償で修理することができました。機械音痴
で情報学部での生活に不安がいっぱいでしたが、今では、サ
ポートの手厚い生協で購入してよかったと思います。

一度故障する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、通常使用時の故障
に対応した４年間のメーカー延長保証に加え、落
下・水濡れ・盗難などの事故による損害を補償す
る４年間の拡張保証がついており、高額な修理対
応でも安心です！

※保険限度額を超える修理の場合は
限度額を超えた分のみお支払いいただきます。

①メーカー4年間保証＋4年間動産保険で
修理代金の心配ご無用

③万全の修理対応
修理期間中も安心の貸出機サービス
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サークル活動

レポート

履修登録

内定先との連絡

就職活動

資格取得

レポート

卒業論文

インターンシップ

就職活動

資格取得

プレゼン
テーション

レポート

履修登録

サークル活動

レポート

実験データ

履修登録

2年生 3年生 4年生1年生

オンライン講義

オンライン講義

オンライン講義

プレゼン
テーション
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私は生協でパソコン
を購入して本当に良
かったと思っていま
す。というのも、
私は生協でパソコン

を購入する1番のメリットはパ
ソコンが壊れた時にパソコンを
貸し出してくださることだと
思ってます。基本、大学生活は
パソコンがない生活はありえま
せん。その中、今使っているパ
ソコンもまだ1年しか経ってい
せんが実際にインカメラの液晶
が壊れて修理に出したことがあ
ります。その時に貸出機があっ
たおかげでとても助かりました。
みなさんも、是非生協でパソコ
ンを買ってみてください。

パソコンは壊れると高額な修理代が発生します。もしも、の時も生協パソコンなら安心です。

液晶画面の破損はレポート作成や
通常の使用に大きな支障が出ます。
修理金額も高額です。

パソコンの上に重たいものを落下
させ破損。気を付けていてもつい
うっかり大事故につながることが
あります。

使用年数が長くなると、正常に
使用していてもソフトウェア
不具合などの原因で起動しなく
なることがあります。

延長保証（４年間）
通常使用時の故障に対する保証について、通常1 年
間のメーカー保証を3 年間延長し、4 年間保証とし
ています。

拡張保証（在学中最長４年間）
火災・落雷・落下・破裂・風水害・盗難など、標準
のメーカー保証では対応できない事故による損害を
補償します。破損などは高額修理になるケースが
多いですが、免責費も負担なしで修理可能です。
※拡張保証制度の期間は2026年3 月末日までとなり
ます。また、対象は静岡大学在学中の方に限ります。
保険の対象はパソコン本体のみとなり、バッテリ、
AC アダプタ、ソフトウェア等の付属品については適
用されません。
限度額超過の場合、超過分をお支払いいただきます。

「ジュースを飲みながら作業をしていたら手が
滑ってジュースをこぼしてしまった」

＜修理交換部品＞メイン基盤・キーボード・
ハードディスク・DVDドライブ他

修理金額：92,400円
拡張保証適用で0円

「通学中に自転車で転んでしまい
鞄からパソコンが飛び出した」

＜修理交換部品＞液晶画面・パソコン外装 他

修理金額：87,500円
拡張保証適用で0円
（静大生協での修理受付実績より）

ついうっかり…の破損も、生協オリジナルパソコンなら修理費

  
※限度額超過の場合、超過分の修理代が発生します。

貸出機があって良かった！
工学部機械工学科 H.Kさん

自転車で移動中に落下、そのまま自分で
パソコンを轢いてしまい破損。
自転車で運ぶときは衝撃の少ないリュッ
クなどにしっかり入れましょう。

就職活動

資格取得

修士論文

学会論文

内定先との連絡

プレゼン
テーション

情報学部では4月開講
前に、生協パソコン
を購入した学生が受
けられるセットアッ
プガイダンスがあり、

そこでパソコンを受け取り開封
します。ガイダンスではパソコ
ンメーカーの方と大学の教授か
ら、基本設定はもちろん、大学
メールや学内無線LAN設定、学務
情報システムの扱い方などを教
えてもらうことができます。
4年間の保証や修理中の代替機
サービスなどのおかげで、学習
やプライベートでいつもパソコ
ンを活用することができました。

セットアップガイダンスがある
情報学部情報科学科 R.Iさん



生協オリジナルパソコンの安心ポイント

4年間延長保証

修理時貸出機
サービス

ウィルスバスター
4年間パック

セットアップ
ガイダンス

大学生協オリジナル
4年間拡張保証制度

情報学部指定機種の生協オリジナルパソコンには、「パナソニックレッツノートキャンパスモデル拡張
保証制度」が付保されています。一般的には年数が経過するごとに補償金額が下がってしまう事が多いの
ですが、本機種の拡張保障制度では「年間150,000円」を限度額として、金額内であれば在学中は回数に
制限なく修理をすることができます。前年度の使用済み補償金額の持ち越しおよび限度額までの補償金額
の残高の繰越しはありません。全損時も免責金額はございません。※盗難以外の修理時は本体の現物が必要です。

盗難保険について、4年間のうち１回に限り、免責金額の負担なく、パソコン本体を補償いたします。
※同一品番の商品が提供できない場合、同等品の提供とさせていただきます。※盗難補償を適用の場合は、破損補償を含む
すべての拡張保証制度は終了（失効）いたします。※盗難補償の適用は、警察への届出・盗難認定および保険会社の審
査・認定が必要となります。

4年間補償金額が変わらない拡張保証制度と盗難保険付き

パソコンを便利に使うためのアイテム！

プリンストン
液晶ディスプレイPTFBLE-22W

Buffalo ポータブルDVDドライブ
DVSM-PLS8U2-WHA

MORISAWAパスポート
（プロ用フォント）

電子書籍版
辞書コンテンツセット

PC快適スタートセット
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教材の詳細は
「入学準備GUIDEBOOK」
またはWEBサイトから！



4年間インク追加購入なしでつかえる大容量モデル

1人1台必要？静大生のプリンタ事情

大学生になると課題（レポート）の印刷などでプリンタを使う場面が多くなります。一部の学科では、
レジュメを印刷して講義に臨まないといけない授業などもあり、自宅で印刷が自由にできる環境は、必
要不可欠と言えます。特に工学部生は3年生までは印刷の量が多いため、学内やコンビニで1枚10円の印
刷をするよりも、専用プリンタを持っていたほうがお得になります。自宅生などで、家にあるプリンタ
をそのまま使用している、という方もいらっしゃいますが、授業や課題、サークル・部活、上級生にな
ると就職活動や論文作成、資格取得など活用範囲は多岐にわたるため専用のプリンタを持っていたほう
が安心です。生協では4年間たっぷり印刷できる大容量モデルをおすすめいたします。

大学生に必要なプリンタの機能

プリント機能：
レポートや課題、ネットからの資料印刷など

スキャナ機能：
参考文献の画像などをパソコンに取り込む

自動両面：
自動で両面印刷が可能

スマホ連携：
スマートフォンやタブレットから印刷可能

無線機能：
パソコンとプリンタを無線で接続。
離れた場所に設置

コピー機能：
ノートやレジュメのコピー

「プリント」レポートや資料を印刷。試験前には大活躍！

「スキャン」図版などをスキャンして、レポートにも簡単貼付！

「コピー」資料のコピーも手元で簡単！

1台で大学生に必要な
全ての機能をカバー！

コピー 無線

スキャナ

プリント 自動両面

スマホ連携

EPSON A4インクジェット複合機 EW-M634T

●大容量インク：約6,000ページ以上印刷できるインクを

搭載で4年間ほぼインク買い足し不要（A4カラー）

●メーカー保証：4年間のメーカー保証と
自宅への無償引取サービス付き

●スマホからの印刷、無線LAN対応
●狭いスペースにも置けるコンパクト設計

“大学でのパソコンの使い方“を学ぶパソコン活用講座

大学生のパソコンの使い方を学びたい方向けのパソコン講座です。基礎的な設定やOfficeソフトの使用方法
はもちろん、先輩からオンライン講義の受け方を学ぶなど、充実のコンテンツを用意しています。
「オンライン授業についていけるか不安」「開講前にパソコンに慣れておきたい」という方におすすめ。
静大生の先輩スタッフが皆さんにパソコンの使い方をしっかりサポートします。

A4モノクロ
1枚あたりのコスト

約0.4円

A4カラー
1枚あたりのコスト

約0.9円

ファーストプリント

カラー/モノクロ

約15秒/約9秒

オリジナルテキストとオンデマンド動画で何度も復習できる！

パソコン活用講座の内容
●パソコンの使い方（基礎） ●Office（Word／Excel／PowerPoint）
●静大生のPCの使い方

A日程：4/9(土) – 10(日) B日程： 4/16 (土) – 17(日) 
C日程：4/23(土) – 24(日) D日程： 4/29 (土) – 30(日) 
※いずれかの日程でお申込みください



PCセット価格一覧
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生協価格
(税込) 198,800円

生協価格
(税込) 239,000円

生協価格
(税込) 218,800円

生協価格
(税込) 12,700円
【H21】PC快適スタートセット

生協価格
(税込) 18,700円
【H22】液晶ディスプレイ

生協価格
(税込) 259,000円



その他の教材や講座は別途生協からお送りする
「入学準備GUIDEBOOK」をご確認ください

生協価格
(税込) 13,200円

【H24】MORISAWAパスポート

生協価格
(税込) 29,000円

【H25】電子書籍版辞書コンテンツセット

生協価格
(税込) 3,780円

【H23】ポータブルDVDドライブ



新入生と保護者のための入学準備説明会にご参加ください

自宅から通学される方やサポートセンターにて住まい探しをされる方も入学準備説明会にぜひ
ご参加ください。入学準備説明会では、入学準備で必要な物や、先輩からの大学生活について
のご紹介をします。先輩が直接皆さんの疑問や質問をお受けする機会も用意しています。詳細
はWEBサイト・LINEにてご案内いたします！

生協へのご加入をお願いいたします

パソコンをご購入いただくにあたって

生協よりお届けしている「新入生応援パック」の中身をご確認いただき、
生協・共済への加入、キャンパスペイ・食堂パスのお申込み等をお願い
いたします。出資金は卒業時に返還されますし、組合員だけのサービス
や割引などもございますので、必ずご加入いただきますようお願いいた
します。新入生応援パックが届いていない方は、「静岡大学生協新入生
応援サイト」よりご請求ください。入学準備に関する情報が掲載されて
おりますので必ずご確認頂きますようお願いいたします。 資料請求はこちら

LINEの友達追加／Twitterのフォローをお願いします。

新入生応援サイトをご確認ください！

静岡大学生協より、入学準備に関する情報などを発信しています。ぜひ登録を！

静岡大学生協 新学期

こちらも入学準備の情報を随時更新しています。

オンライン・対面(予定)にて開催いたします。
詳細・お申込みは二次元バーコードからご確認ください。

静大生協2022入学準備サポート 静大生協浜松キャンパス

説明会の詳細は
こちら


