
新入生のための新入生のための

キャンパスパソコンの
ご案内

キャンパスパソコンの
ご案内

パソコンは今や必須の時代。ほぼ全ての大学生が自分専用のパソコンを持っています。
オンライン授業をはじめ、講義のレポート作成やゼミでの発表だけでなく、サークル活動やプライベー
トでも活用している方が多数います。また、入学時にパソコンを購入した方は8割以上になります。
キャンパスパソコンは、合格から入学までのこの時期に、大学生が４年間安心して使用できるパソコン
を提案しています。

＆ インターネットのご案内

私立学校厚生事業連絡会「パソコン・保護者アンケート」2020 年調べ

お問い合わせ

2020CPC-005TS

2021年度  キャンパスパソコン お勧めセット 価格表

キャンパスパソコン4年間サポートセット

キャンパスパソコン通学セット

dynabookキャンパスパソコン

dynabookキャンパスパソコン

brother多機能プリンタ　DCP-J981N

（税込217,250円）
197,500円

（税込189,970円）
172,700円

申 込

No.1

No.2
申 込

安心保障
アカデミーサポートパック

（4年間の損害補償会員サービス）

安心電話
サポート
（1年無償＋3年延長）

安心電話
サポート
（1年無償）

安心保障
アカデミーサポートパック

（4年間の損害補償会員サービス）

188,500 円（税込207,350円）

159,800 円（税込175,780円）

12,900 円（税込14,190円）

9,000 円（税込9,900円）

8,909円（税込9,800円）

3,600円（税込3,960円）

15,800 円（税込17,380円）

（～2025.2/28まで）

國學院大學生活協同組合キャンパスパソコン係
TEL：03-5466-0169

メール：s-service@kgucoop.or.jp
（件名を「キャンパスパソコン係」としてください）

生協ホームページ：https://www.kgucoop.or.jp/
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・履修登録
・オンライン授業
・レポート
・語学学習

・履修登録
・レポート
・語学学習
・サークル活動

・レポート
・プレゼンテーション
・インターンシップ
・就職活動
・資格取得

・就職活動
・内定企業との連絡
・卒業論文
・プレゼンテーション
・レポート
・資格取得

就 職

大学生活ではレポート提出な
ど、パソコンを利用する場合が
多くなりますので、My パソコン
を持つことをお薦めします。もち
ろん学内では自由に使えるパソ
コンもありますが、時間的に空い
ていないということもあります。
また、Myパソコンを購入したら
早めにインターネット環境を整え
ましょう。インターネットができ
ると、レポートを書くときの資料
検索グループで作業する時など
にもデータのやり取りが簡単に
できて便利です。

２年生になると、ゼミの論文やレ
ポートを書く機会が多くなりま
す。そんな私達にとって、文書作
成だけでなく、情報収集にも役
立つパソコンは強い味方です。
使える時間は限られています。で
も、自分のパソコンを持っていれ
ば、好きなときに好きなだけ使え
るので、納得のいくまでレポート
作成に打ち込めます。また、友人
も同じパソコンを持っているの
で、使い方がわからないこともス
グに相談できるので便利です。

３年生の冬になるとスーツで過
ごす機会が増え、いよいよ本格
的に就職活動がスタートします。
そんな就職活動に無くてはなら
ないアイテムがパソコンです。
業界研究や就職説明会の日程
など、就職活動に関するさまざま
な情報を収集するのに一番利用
します。また、企業とのやり取り
もホームページやメールで行うこ
とがほとんどなので、まさに就
職活動はパソコンがないと始ま
らないと言えるぐらい必要にな
るのです。

モバイルデバイスはさまざまな形、利用方法があります。
スマートフォン、電子ブック、タブレット、パソコンなど…。
一般論でスマートフォン（多機能携帯電話）は「情報を
消費する（得る）もの」、パソコンは「情報を生産・発信す
るもの」と言われています。大学生にはどちらも欠かすこ
とができないと大学店舗では考えます。
双方の利用シーンで目的にあったツールの使い方を是
非、在学中に身に付けましょう。

スマートフォン

情報を得る

パソコン

情報を生産する

利用シーンに合わせてツールを使い分ける ！

さまざまな場所で活躍しています！

パソコンが充実した大学生活を支えます。

１年生 ２年生 ３年生 ４年生

早めにインターネット
環境を整えよう ！

ゼミの論文や
レポート作成にパソコン

パソコンは就職活動の
必需品です

３年生　
A・Kさん

２年生　
Y・Sくん

１年生　
R・Mくん

＝

＝

●レポート作成
●文献・情報検索
●プレゼン資料作成
●ゼミ発表
                 …etc.

●レポート作成
●写真・動画編集
●語学学習
               …etc.

●メンバー名簿作成
●勧誘チラシ作成
●ホームページ作成
●練習試合の
  相手募集
                  …etc.

●企業情報の検索
●企業エントリー
●希望分野の研究
●就活中のメール
                …etc.

大学で ご家庭で サークルで 就活で

ゼミやサークルで身に付けたワー
ドやエクセル、パワーポイントは
社会にでれば使えるのは当然。
マナーと同様求められるもので
す。大学にいるうちから使い慣れ
ておくのがいいでしょう。
また、卒業論文を書くにあたって
も執筆はもちろんのこと、図書
館の蔵書探しから調査データの
参照など、パソコンのお世話に
なることは多々あります。これか
らの数年間は何事においても将
来の基礎となるものです。多くの
ことを経験し、自分を高めていっ
てください。

学生のうちに
使い慣れておこう

４年生　
K・Hさん
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大学生のみなさんがシーンを選ばずに活用いただけるよう、
軽量でコンパクトなモデルを採用しました。

１回の充電でたっぷり長持ち
　　バッテリー駆動　約１4時間

最新ＣＰＵ、第１１世代 Core i5-1135G7による高い処理能
力と PC の起動やデータアクセスなどをストレスなくスピー
ディーに実行する256GB・PCle対応の高速SSDを搭載。

必要な機能、性能、スタイルをシンプルに追求し、約1209gの
薄くて軽いボディで、見た目もスタイリッシュな「モダンPC」。
毎日気軽に持ち歩きたい、美しいデザインにもこだわりたいと
いうあなたにピッタリです。

薄型・軽量ボディに、USB Power Delivery 規格に対応したUSB Type-Cコネクタ、USB Type-Aコネクタ×2、標準の有線
LANコネクタ、さらにHDMI 出力端子も搭載。大量画像や動画などのデータを安定して送受信するのに便利です。

独自の充電制御技術を生かし、わずか 30 分でバッテリー約４
時間の充電を実現。バッテリー寿命への影響も少なく、お出かけ
前はもちろん、講義の合間でもサッと充電できるので安心です。

「モダンPC」モバイルキャンパスパソコン（タッチパネル）
Point1　安心の学内サポート
Point2　安心の４年間保証
Point３　大学生の必携ソフト
【キャンパスパソコンの性能】
□メーカー　dynabook SCXシリーズ（デニムブルー）
□主な仕様
　◎OS：Windows 10 Home 64ビット（20H1）
　◎CPU：第11世代インテル®Core i5-1135G7
　◎SSD：256GB（PCle 対応高速 SSD）
　◎メモリ：８GB
　◎画面：タッチパネル13.3 インチ FHD
　　　　　TFTカラー　ＬＥＤ液晶（ノングレア）
　◎ODD：非搭載
　◎主なインターフェース：USB Type-A×2、
   　USB Type-C（PD 対応）×１、HDMI 出力端子、
   　有線 LANポート、microSDスロット
　◎Webカメラ、マイク付き
　◎セキュリティロック・スロット、指紋センサー（タッチパッド内蔵）
　◎MIL 規格（MIL-STD-810G）耐久テストクリア
　◎次世代無線 LAN 規格「Wi-Fi 6」対応
　　IEEE802.11ax/a/b/g/n/ac(Wi-Fi 6)、BT Ver5.1
　◎重量：約 1,209ｇ（予定）
　◎バッテリー駆動時間：約 14 時間（予定）
　◎お急ぎ30 分チャージ機能
□オリジナルソフトウェア
　◎ウイルスバスタークラウド4 年間ライセンス付き
　◎SHARP　統合辞書アプリ「Brain＋スタンダードパック」
□安心のサポート体制
　◎4 年間の無償保証（メーカー保証準拠）
　◎電話あんしんサポート1年間無償　※プラス 3 年間延長有（有料）
　◎購入者定期点検サービス
　◎オリジナル「初期セットアップマニュアル」添付

厳しいテストをクリアした高性能のモバイルパソコンです。

新入生特別価格

（税込175,780円）
159,800円

最新版第１１世代インテル ®CoreTMプロセッサー搭載 ！

CPUベンチマーク

第８世代
Core i5-8250U

第８世代
Core i7-8565U

第１１世代
Core i5-1135G7

6064
6429

10537
持ち運びは軽いほうがいい ！

重さ　約1,209g

かばんにらくらく収納 ！
薄さ　19.9mm

MIL-STD-810G

強い

高速 軽量

快適

拡張

安心

安心して使える堅牢性　MIL 規格に準拠したテストをクリア
米国国防省では、物資を調達するときに過酷な基準を定め、その基準を
満たしたものだけが納入されます。その基準が MIL 規格。キャンパス
パソコンはこの規格に準拠したテストを10項目クリアしています。

第１１世代最新ＣＰＵとＰＣｌｅ対応の
高速ＳＳＤによる快適パフォーマンス

USB Type-Cコネクタなど
充実のインターフェース

手軽に持ち歩ける、軽さ。
約1209gの「モダンPC」

バッテリー寿命も長持ち。充電の不安を解消。
「お急ぎ30分チャージ」

セキュリティーロックスロット

USB Type-A×2

LANコネクタ

USB Type-Cコネクタ
（USB PD対応） マイク入力／

ヘッドホン出力端子

電源コネクタ

HDMI 出力端子

microSDカードスロット

６方向から３回ずつ

高度4,752mの気圧

72時間の太陽光照射30～60℃の
高温化で168時間-20℃の低温化

３方向の振動を各１時間

湿度95％を10日間

-20～+60℃での
温度変化を６時間粉塵を６時間吹き付け26方向から76cm落下

落下テスト 粉塵テスト 温度変化テスト 高度テスト 振動テスト

低温テスト 高音テスト 太陽光照射テスト 湿度テスト 衝撃テスト

Corei5でも第１１世代なら第８世代 i7 以上の処理能力 ！

次世代無線 LAN規格「Wi-Fi 6」11ax 搭載
8K 動画のストリーミングも可能な、次世代無線 LAN 規格
Wi-Fi 6 に対応11acより約1.4倍速い9.6Gbpsとなり、複
数のデバイスをつないでも安定的に利用可能です。※対応機器が
必要です。

次世代無線LAN規格「Wi-Fi 6」11ax搭載
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「ＰＣアカデミーサポートパック（ＡＳＰ）」

症状：キーボードが全く反応しない
修理費用：約80,000円のところ
ASP加入の場合：0円

症状：液晶ディスプレイ破損
修理費用：約100,000円のところ
ASP加入の場合：0円

症状：ハードディスク破損
修理費用：約75,000円のところ
ASP加入の場合：0円

12,900円（税込14,190円）

保障金額の比較

100％
150,000円

90％
135,500円

80％
120,000円

70％
105,000円

1年目 2年目 3年目 4年目
・加入申込書はキャンパスパソコン梱包箱に同梱されています。
・加入申込みされる方は加入申込書に必要事項をご記入の上、
  ご購入後１週間以内に購入店舗へお持ちください。
・入学前にご購入された方は加入申込書に必要事項をご記入の上、
  ご入学１週間以内に購入店舗へお持ちください。
・アカデミーサポートパックには会員規約があります。

事例
１

事例
2

事例
3

パソコンの上に飲み物を
こぼしてしまった

パソコンを閉じる際に
ペンを挟んでしまった

机からパソコンを
落としてしまった

大学生の“使い方”に合わせ、
追加オプションもご用意。

キャンパスパソコンなんでもQ&A

保証内容

ASP

A社

B社

一般動産保険

自然故障

４年間

４年間

４年間

×

落下破損

４年間

４年間

×

３年間

液体破損

４年間

４年間

×

３年間

火災・落雷

４年間

４年間

×

３年間

盗難

４年間

×

×

３年間

備考

フルサポート

盗難はオプション

損害保証無し

４年設定時高額

「安心電話サポート3年延長パック」

パソコン操作が分からない！パソコンが起動しない！ウイルスに感染した？…など。
困ったときは、お気軽にお電話ください。
安心電話サポートは、パソコン購入者全員に無償で1年間（2022年2月28日まで）付いております。
●受付時間：10：00～22：00（年中無休）　※連絡先など詳細はパソコンと一緒にお届けします。
さらに、卒業までの3年延長（2025年2月28日まで）を希望されるかたには、
「安心電話サポート３年延長パック」をご用意しました。

不注意による故障などをサポートするオプション（有料）サービスです。
毎年、9割以上の方にご加入いただいております。※ASPの加入期間は、2021年4月1日～在学期間中（4年間）となります。

大切に扱っているつもりでも、不注意でパソコンを壊してしまうことがあります。
「つい、うっかり」による故障で、毎年多くの学生さんから修理依頼をいただいております。

9,000円（税込9,900円）

スマートフォンやタブレットでは
だめでしょうか？

家族と共用のパソコンが
あるのですが？

iPhoneをはじめとしたスマートフォンやタブレットは「情
報を収集するもの」であり、パソコンは「情報を生産、発信
するもの」と一般的に言われております。4年後の社会人
になると「パソコンが使える」から「パソコンを使って何が
できるか」が求められます。将来を見据えるとパソコン（ス
キル）は必要だと思われます。

大学生になると、高校時代とは比較にならないくらいパソ
コンを使用します。オンライン授業、レポートの作成・提
出、ゼミでの研究発表、インターネットでの情報収集など、
必要になった時に自由に使える環境を整えておく必要が
あります。ぜひ、自分専用のパソコンをご準備されること
をおすすめします。

Ａ Ａ
Q１Q１ Q２Q２

市販パソコン キャンパスパソコン 備　考

価　格

性　能

マイクロソフト
オフィス

ウイルス対策
ソフト

メーカー保証

パソコン保障

故障して
しまった場合は

設定・操作方法
が分からない
場合

故障かな？
相談したい

性能（CPU・メモリ・記憶装
置など）によって様々です。

非インストール機種やインス
トールされた Office の内容が
異なる商品が混在しています。

機種によって様々です。インス
トールされているアプリも機
種によって異なります

一般的に体験版がインストー
ルされています。
※本登録するには別途費用が
かかります。

１年間

取り扱いのない販売店も
あります

購入先の店舗へ
持ち込みとなります。

インターネット経由で
メーカーサポートへ連絡。

メーカーや販売店の
有料サービス

パソコン本体価格は同性能の市販品より安
価です。４年間安心して使える性能と保証
を含んだ価格です。

４年間快適にご使用できるCPU、SSD、高
解像度液晶、タッチパネルを搭載した最新
モデルです。※P４にてご確認ください。

ご入学の大学によって異なります。
【Student Advantage 実施校】
Office365 ProPlus が無料でご利用でき
ます。

ウイルスバスタークラウド４年間ライセンス
付き。市販されていない特別パッケージで
す。（４年間更新手続き不要で、追加費用も
ありません）

４年間
（追加料金は発生しません）

オプションで取り扱しております。
アカデミーサポートパック（ASP）
　￥12,900（税抜）【４年間】
※落下・火災・水漏れ・盗難等の保障です。
P.6 にてご確認ください。

毎日通学する大学店舗へ持ち込んでいただ
くだけです。

キャンパスパソコン安心電話サポートへ連
絡（１年間・何度でも相談無料）
3 年延長パックは、オプション扱い（有料）。

店舗にて購入者定期点検サービスを実施
（無料）

キャンパスパソコンは最新機種を大学生
の使用状況に適した性能と保証内容にカ
スタマイズしたオリジナルパソコンです。

※市販パッケージの場合はウイルスバス
タークラウド３年版しかありません。４年間
利用の場合は１年間追加更新が必要とな
り、総額約19,000 円必要となります。

※メーカー保証とは…無改造の自然故障に
おいて購入日から１年間を無料修理という
のが慣例となっています。

一般販売店購入の場合、修理費が高額に
なるため、適用に制限を設けている場合が
あります。購入先で確認してください。

大学内に店舗があるため、休み時間に持っ
ていけばOK。

キャンパスパソコン購入者限定の電話サ
ポートです。プロのスタッフが同機種パソコ
ンを使用しながら疑問にお答えします。

キャンパスパソコン購入者限定のサービ
ス。相談・点検だけでなく、日常お手入れで
きないパソコン内部の清掃も行います。
※実施日については各店舗にお問い合わせ
ください。

市販のパソコンとキャンパスパソコンの違いは？Q3Q3

※火災・風水害時は消防署への届および証明書が必要です。　※盗難時は警察署の届および証明書が必要です。（置き引きは盗難対象外となります）

●保障限度額内の破損に伴う修理は何度でも4 年間無償保障対象となり修理料金はかかりません。
●全損による保障限度額を超えた修理や盗難は同等品（新品）をご提供します。※１　※１ 同等品（新品）のご提供により本サービスは終了します。
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無償＆標準添付のソフトで
スキルアップをサポート。
 インストールには、入学後に大学から発行されるＩＤ・パスワードが必要です。

Microsoft Officeは、在学中は、無償で使用可能

　本校の学生は、大学とマイクロソフトの契約（Student Advantage）により、在学中はOffice365 
ProPlusを無償で使用することができます。入学後、大学から発行されるＩＤ・パスワードを使用し、ご
自分のパソコンにインストールして使用します。

4年間パソコンをトラブルから守ります。
3年版＋1年版、約19,000円相当のソフトが入っています。

「ウイルスバスタークラウド4年版」が標準添付

　一般に販売されているセキュリティソフトは、購入後１年（または 3 年）で有料の更新が必
要です。キャンパスパソコンでは更新費用をかけること無く、4 年間安心してお使いいただけ
るセキュリティソフトを標準で添付しています。

大学での学習に役立つ辞書アプリ。21,780円相当のソフトが入っています。

大学店舗特典として、１年目の修理代金無償、
４年間の修理品引取代金が無償となります。

「統合辞書アプリBrain＋ スタンダードパック」が標準添付

　パソコンアプリならではの便利な使い方ができます。レポート作成のときはもちろん、英語論文を読む
ときにも、とても役立つ辞書アプリ。卒業後も、パソコンを買い替えても使用可能です。
（この商品は、Windows 版となります。Mac／ iPhone／Chromebook等には対応していません。）

◉収録コンテンツ一覧（合計10冊）
リーダーズ英和辞典 第 3版 研究社
リーダーズ・プラス 研究社
ジーニアス英和大辞典 大修館書店
新編 英和活用大辞典 研究社
新和英大辞典 第 5版 電子増補版 研究社
Oxford Advanced Learner’s Dictionary（9th） Oxford University Press
Oxford Learner’s Thesaurus Oxford University Press
Oxford Collocations Dictionary for Students of English Oxford University Press
大辞林 4.0 三省堂
日本語コロケーション辞典 研究社

パソコン周辺商品のご案内

 ブラザー多機能プリンタDCP-J981N

大学生に必須のプリンタ

　レポートのプリントや、資料のコピー、課題レジュメの出力、サークル活動、就活など…。
　学生生活で必須のプリンタを特別価格でご提案します。

Microsoft Officeを楽しくマスター。

「Office練習ソフト　成績上々Office365」（入門編・実践編セット）

　自分でやらなければ実践的なパソコンスキルは身に付きません。しかし、わずら
わしい参考書はかえって大変。ひとりで学べるこのソフトを使って、どんどんパソコ
ンを動かし、楽しくマスターしましょう。

毎年多くの大学1年生がご利用している英語学習教材です。
　大学生の英語学習は、とても重要です。社内の英語公用語化が進むな
か、これまでの受験英語から実用英語へのシフトチェンジが必要となり
ます。また、就活や留学にはTOEIC®テストのスコアが重要となります。
この教材を利用して 1 年生から計画的にトレーニングすることが目標ス
コア獲得の近道です。

15,800円
 （税込17,380円）

3,600円
 （税込3,960円）

「TOEICスターターキットPlus」

8,909円
 （税込9,800円）




