
情報学部の

指定教材
です

■4年間延長保証+拡張保証
■インナーケース付き
■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毎年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、情報学部の授業では生協の教材パソコンを標準
機として授業が進められます。教材パソコン以外だと
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。

情報学部の先生が選定しています

軽くて、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、
拡張保証（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(火)

Panasonic
CF-FV3

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。

2023年2月 静岡大学生活協同組合

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

記憶装置 重量

SSD

512GB
約1.099kg

メモリ バッテリー

16GB 約17時間

OS CPU 液晶
無線

LAN

Windows11

Pro 64bit

12世代

Core i7

14.0型(3:2)

QHD

Wi-Fi6E AX211

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

c/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。
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テーション

生協パソコンは、4年間安心して使えます

①4年間メーカー延長保証
基本的にはメーカー都合による内部不良が起きた際の保証であり、内部の不具合
や故障など。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。
例「Wi-Fiに接続できなくなった」
「WEBカメラが認識しなくなった」等

②Panasonic拡張保証(毎年15万円上限)

「水濡れ」「画面割れ」「キーの欠落」など、PC使用者の過失による破損を
対象にしたものです。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
補償いたします。年間15万円までの修理上限金額までは無償で修理することが
できます。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。
また、修理金額が高額・全損の場合は、同等スペックの製品との交換をする
制度(4年間で1度だけ・各保証失効)も含まれています。

③アンチウイルスソフト付き
情報学部では、情報セキュリティの観点から授業で使用する個人パソコン
へのアンチウイルスソフトのインストールが求められています。生協では、
通常2万円程度のウイルスバスタークラウド4年版を7千円程度でセットして
います。他に、持ち運びの際に必須であるインナーケースもセットしています。
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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。

「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参考）

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

  
※毎年の年間限度額15万円超過の場合、超過分の修理代が発生します。

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 工学部

1年生 9 27

2年生 21 38

3年生 20 26

4年生 19 21

合計 69件 115件

※受付件数のため、生協カウンター内で解決したものも
含めています。(操作相談等は含みません)

2021年度浜松ショップ
生協パソコンの修理受付件数

情報学部向けの生協パソコンは
先生方が毎年、講義に適した機種
を選定されています。4月の講義
開始前のガイダンスの際に購入者
全員が受け取り、その場でパソコ

ン自体のセットアップはもちろん、学内無線
LANの設定やメーラーの導入等を同時に実施し
ます。情報学部生の多くが同じスタートを切る
ことになるので、困ったことがあっても学生内
で教え合いやすいです。講義に適した機種なの
で、講義中にスペック不足が発生することもな
くプライベートでもやりたいことが十分できる
ので、ぜひ生協パソコンを購入してください。

先輩の声 情報学部情報科学科 S.T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
Panasonic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

現役の静大生が講師を務めるパソコン活用講座！

大容量インク付&4年間安心保障のプリンタ

コピー 無線

スキャナ

プリントスマホ連携

●大容量インク：初期インクに加え、黒インク 2 本を追加で

同梱、合計7,500枚相当(モノクロ印刷)

●メーカー保証：4年間修理保障(ピックアップ送料無料)
●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0.9円

A4カラー
1枚あたりのコスト

約5.5円

カラー/モノクロ
1分あたり印刷速度

約9枚/約16枚

パソコン活用講座の内容(予定)
●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：4/8(土) – 9(日) C日程：4/22(土) – 23(日)
※B日程はMac講座のため浜松では開催いたしません
※いずれかの日程でパソコンと一緒にお申込みください



パソコンをさらに活用するために

よくあるご質問

パソコンではなく、タブレットではダメですか？
情報学部では、「ノートパソコン」を使った授業や課題があります。必ずノートパソコンを
ご準備ください。※どうしても準備ができない事情がある場合は、生協までお問い合わせ
ください。

パソコン修理の流れはどのようになっていますか？
静大生協で購入いただいたパソコンは、学内にある「浜松北館ショップ」まで直接持ち込んで
いただく事で、カウンターにて診断させていただきます。その場ですぐに解決することや、数
分のチェックで解決することもあります。

メーカーでの修理が必要な場合はその場でお預かりし、通常10日~2週間程度お時間をいただ
きます。その間は、貸出パソコンをお渡しいたします。

修理金額が上限金額をこえる場合、一度修理金額の確認の電話をいたします。この時点で、
追加料金を支払うか、キャンセルして修理をしないか、キャンセルして全損交換を利用するか
選ぶことができます。※修理内容により選択肢が異なる場合がございます。

Appleの「Mac Book」ではダメですか？
情報学部では、Windowsを標準機として授業が進められます。また、配布される資料や提出
レポートが文字化けしてしまう事があるなど、ソフトウェアの互換性(他の人とのデータやり
取りなど)の点や、VPN(仮想プライベートネットワーク)へのアクセス設定の際に、授業では
Windowsでの説明を前提としているため、まずはWindowsのパソコンを購入することを強く
おすすめします。

入学前購入限定特別価格の「iPad」

パソコン・iPad・スマホに入れて持ち運びができる！

語学辞書コンテンツアドバンスセット
たくさんの辞書を
パソコンのブラウザ
で閲覧できるため、
論文作成の時に
大変役に立ちます。

プロ用フォント

MORISAWA パスポート
プロ用の追加フォントを
パソコンにインストールできます。
プレゼンテーションやチラシなどの
作成時に役立ちます。

USBメモリやBluetoothマウスなど、大学生活に必要な周辺機器は「生協北館ショップ」にて購入可能です



PCセット価格一覧

生協価格
(税込) 291,700円

セット内容
・パソコン本体
・メーカ保証+拡張保証
・インナーケース
・ウイルスバスター4年版
・プリンタ
・パソコン活用講座

生協価格
(税込) 243,900円

セット内容
・パソコン本体
・メーカ保証+拡張保証
・インナーケース
・ウイルスバスター4年版

生協価格
(税込) 27,800円

プリンタ単品



生協価格
(税込) 86,780円

※パソコンと同時購入で3,300円引き

教科書・英語教材・
その他の講座は、

別途生協からお送りする
「入学準備GUIDEBOOK」
を必ずご確認ください。

生協価格
(税込) 29,000円

生協価格
(税込)13,200円

MORISAWA
パスポート

静岡大学生協新入生応援サイト
パソコン・電子辞書・教材



生協で購入いただける教材・講座リスト

教材の申込は新入生応援サイトから

その他、入学後に「北館ショップ」で購入いただけるもの
北館ショップでは、4月に「先輩学生が大学生活に必要」とおすすめする教材を店頭で購入いただけるよ
う準備しております。

・Bluetoothマウス ・液晶ディスプレイ
・ポータブルハードディスク ・ポータブルDVDドライブ 等

定員制のパソコン活用講座、特別価格で販売しているiPadや、
台数限定のプリンタは早めに売り切れてしまう可能性がございます。
早めの申込を、お願いいたします。

教材について詳しく知りたい場合は、以下よりご確認いただけます。
・新入生と保護者のための入学準備説明会
※WEB申し込みが必要です

・新入生応援サイト（右の二次元コード）

静岡大学生活協同組合

新入生
応援ｻｲﾄ
こちら
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