
大学生協のパソコンって� �
高くない？
京都府立医科大学・京都府立大学生協
では4年間安心して使用いただけるよ
うに大学生に適した製品を選び独自の
4年間保証を付けています。大学での活
動に支障をきたすことがないように、
修理時の無償貸出機など店舗でのサ
ポートを受け付けています。同等の性
能やサービスで比較いただければ大学
生協オリジナルパソコンは自信を持っ
ておすすめできる価格です。

他店でも� �
長期保証できるんでしょ？
保証の範囲が「通常使用での故障の場
合」が大半です。大学生協オリジナルパ
ソコンでは4年間のメーカー保証に加
え「不注意などによる故障（例えば落下
や液体をこぼしたなど）」でも保証の対
象となります。

家のパソコンじゃダメなの？
大学生はレポートや授業の準備、オ
ンライン講義などでとにかくパソコン
を使います。オンラインと対面の講義
が同日にある場合は大学にパソコンを
持ってくることになります。上級生にな
れば就職活動や卒論の準備などでパソ
コンを独占してしまうことになります。
ぜひ自分専用のパソコンを準備される
ことをおすすめします。

教材・パソコン

新入生のみなさまへ

大学生協オリジナルパソコンは、先輩学生からのアンケートをもとに、
京都府立医科大学・京都府立大学の4年間の生活で使いやすいパソコンを

生協学生委員会のメンバーと
一緒に選んだおススメのモデルです。

普段パソコンは授業と課題で使用しています。�
授業ではTeams、課題ではWordやPowerPoint
などMicrosoftのアプリケーションをよく使い
ます。
授業にしろ課題にしろスマホも便利ではあるの
ですが、画面が大きい方がやりやすくはかどりま
す。アプリケーションの操作もパソコンの方が分
かりやすいです。
セットアップマニュアルが付いており、パソコン
が苦手な人でも１人でセットアップできます。私
も一人暮らしをはじめてなかなか機械には疎く、
こんなのできない！と思っていましたが、分かり
やすい説明で簡単にセットアップできました。
重量はとても軽く、薄いため持ち運びに便利で
す。私はよくリュックに入れて大学に持っていき
ますが、テキストと同じ感じで入れられます。
� 生命環境学部　生命分子化学科　Mさん

今、大学はハイブリッド授業なので学内でオンライン講義を受けるときが
あります。対面授業の日でもだいたいはパソコンを持っていきます。空き
コマにパソコンでレポートや課題などをすることもあるので、パソコンを
持ち運ぶ機会は思ったよりも多いです。そして、とても軽いので持ち運び
に最適です。自宅生で通学に長時間かかる方などには特におすすめです。
また、充電時間が短くてすむのも助かっています。本体が軽く、コンパク
トなので充電器を持って歩くことにそれほど不便は感じません。
� 文学部　和食文化学科　Sさん

大学生になると、レポート作成やプレゼン準備を行う機会が多くなります。
パソコンがあると、インターネットを用いた文献収集から当日のプレゼン
発表までスムーズに行うことが出来ると感じています。
また、オンラインで受ける授業もまだまだ多いです。スマートフォンで受
講することも可能ですが、画面共有の見やすさやカメラをオンにする際の
安定感を求める私にとって大学生活にパソコンは必須となっています。
� 文学部　欧米言語文化学科　Iさん

年間修理の約45.7％が
「メーカー保証」対象外の修理になっています。

通常半年～ 1年間の
「メーカー保証」を

４年に延長

動産保証
液晶割れなどメーカー保証
対象外の修理も保証されます。

学生の声
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▍よくある質問にお答えします��

高校までとはこんなに違う！

大学でのパソコン利用

入学してからすぐに活用
履修登録とは、受講する授業科目を自ら選択し、大学側に自主申告
することです。履修登録（授業の選択申込）からパソコンは使用しま
す。大学内でのネットワークへの繋ぎ方や学内メールの設定などの
準備も大丈夫ですか…？

大学の講義もオンラインが定着
対面授業では黒板やモニターに映し出された内容をその場で入力、
オンライン講義では配布された資料（PDF）をパソコンのフォル
ダーに整理、聞いた授業内容を加えてまとめます。授業もレポート
作成もパソコンが頼り!��オンラインの講義も聴くだけではなく双
方向で応答したり、オンライン上でのテストも行われたりします。

自分の視野や可能性を広げるツール
勉学だけでなく、サークルや趣味、情報発信、語学学習や資格取得
など、パソコンにできることは無限。自分にとって新しい世界を開
くドアともいえます。

自分専用のパソコンが必要
家族共用のパソコンや大学備え付けのパソコンは、使いたい時にい
つでも使えるわけではありません。パソコンは通学途中や授業の合
間など、空いた時間にいつでも使えることが重要です。

研究・論文・発表
上回生になるとパソコン活用の場面が増えていきます。実験や研究
のデータ整理、統計・解析などにパソコンは不可欠。あらゆる学部
で論文作成や発表になくてはならないものです。プレゼンはパワー
ポイントで。聞き手に伝わりやすいようにポイントを絞ってグラフ
や写真、文字の色、サイズを変えて視覚的にも訴えるように！図表
は、思い通りに作れると楽しいエクセルで。就職後も役立つスキル
を磨けます。

就職活動にもパソコンが活躍
「エントリーシート」の提出や「各種セミナー」、「会社説明会」などの
予約はこれまでもパソコンを使って行われていました。コロナ禍に
なって以降は「セミナー」や「企業説明会」、「面接」までもオンライン
で実施されるようになっています。

授業の課題やレポートに
授業の課題やレポートもパソコンを使って作成します。１年生から
レポート作成も始まるので、入学までに準備する必要があります。
講義動画の視聴やオンライン講義・ゼミへの参加など、大学でのオ
ンライン教育にあった性能と使い勝手の良い「自分専用」のパソコ
ンを入学時に準備しましょう。

でもパソコンを持ち運ぶと
危険がいっぱい

生協オリジナルパソコンなら…

スマホがあれば、なんでもできると思っていませんか？スマホにもパソコンにもそれぞれの得意分野があります。

落として液晶が割れてしまった。

飲物をキーボードにこぼしてしまった。

ディスプレイ、天板、ヒンジ部分の交換

メイン基板、キーボードの交換等

修理金額� 88,000円

修理金額�110,000円

※2019/04/01～ 2020/3/31のパソコン修理10,981件から
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詳しくは生協オリジナルパソコンの紹介へ

メーカー
保証

メーカー
保証外

45.7％ 54.3％
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富士通UH09

▶詳しくはP.32の
府立医大・府立大生協オリジナルパソコンの紹介へ ▶詳しくはP.37のパソコン講座の紹介へ

府立医大・府立大生協オリジナル

1事故につき
150,000円まで

1事故につき
5,000円
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生協価格
　（税込） 193,700円

パソコン本体 +４年間保証

生協価格
　（税込） 213,400円

パソコン本体 +４年間保証

生協価格
　（税込） 203,300円

パソコン本体 +４年間保証

生協価格
　（税込） 223,000円

パソコン本体 +４年間保証

富士通 LIFE BOOK UH09 パナソニック Let's note FV Series

安心の
４年間保証

安心の
４年間保証

医学科の
方のみ

医学科の
方のみ

大学生協オリジナル
セットアップマニュアル

大学生協オリジナル
セットアップマニュアル

Microsoft�365�
Apps�for�Students

Microsoft�365�
Apps�for�Students

インナーケース
付属

インナーケース
付属

OS CPU メモリ

Windows�11�
Home

第11世代CPU�
Core-i5-1135G7 8GB

SSD 画面サイズ

256GB 13.3型ワイド（1920×1080）

重量 バッテリ駆動時間 USB ポート

約914g 約16.5時間 USB×2
USB-C×2

OS CPU メモリ

Windows�11�Pro�
64bit

第11世代CPU�
Core-i7-1165G7 16GB

SSD 画面サイズ

512GB 14.0型（2160×1440）

重量 バッテリ駆動時間 USB ポート

約1099g 約21時間 USB×3
USB-C×2

シルバーホワイト

側面（右）

側面（左）

府立医大・府立大生協オリジ　　ナルパソコンのご紹介　

タッチパネル
モデル
約９１４ｇ

メモリ�16GB
SSD�512GB
の大容量モデル

薄さ
１５.５ミリ

3:2比率�14.0型
大画面

Windows
11
Home

Windows
11
Pro

◦�マスクを外さなくても認証が簡単に指紋認証
◦�プライバシーカメラシャッターで�
オンライン授業も安心
◦��オンライン授業も快適に行える�
AIノイズキャンセリング
※アプリはPC本体の内蔵マイク、スピーカーで対応

◦��スマートフォンカメラ転送

◦�オンライン授業の自由が広がる大画面コンパクト

◦�大型ホイールパッドで、 
複数の指を使うジェスチャー操作も簡単

◦��相手の声が聞こえやすい 
こちらの声も伝わりやすいスピーカ搭載

◦��マイクに入る周囲の雑音をカットする「AIノイズ除去」

Point Point

大学生協オリジナルパソコンの
あんしん保証 メーカー保証４年間対応

動産保証
期間 ４年間
内容 １事故につき150,000円まで
自己負担金 １事故につき5,000円

大学生協オリジナルパソコンの
あんしん保証 メーカー保証４年間対応

動産保証
期間 ４年間
内容 １年目～４年目150,000円まで
自己負担金 １事故につき5,000円

Microsoft 365（４年版ライセンス付） Microsoft 365（４年版ライセンス付）

Microsoft 365（6年版ライセンス付） Microsoft 365（6年版ライセンス付）
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安心の４年間保証 大学生協オリジナル
セットアップマニュアル

Microsoft�365�
Apps�for�
Students

インナーケース
付属

Apple  iPad
Apple Pencil（第1世代）付き

第9
世代

Microsoft Surface Pro 8
Apple MacBook Air
13インチ 256GBモデル

Surface�Pro�8�本体：プラチナ�
Surface�Pro�Signature�キーボード（ペン内蔵）：ブラック�

※�こちらのセットはどちらもシルバーのみとなります。

Windows
11
Pro

Mac
NEW

NEW

生協価格
　（税込） 223,200円

パソコン本体 +４年間保証

生協価格
　（税込） 210,730円

MacBook Air／iPadセット+4年間保証

生協価格
　（税込） 232,800円

パソコン本体 +４年間保証

生協価格
　（税込） 220,330円

MacBook Air／iPadセット+4年間保証

医学科の
方のみ

医学科の
方のみ

OS CPU メモリ

Windows�11�Pro�
64bit

第11世代CPU�
Core-i5-1165G7 8GB

SSD 画面サイズ バッテリ駆動時間

256GB 13.0型
（2880×1920） 約16時間

重量 USB ポート

タブレット部　約�770g
タイプカバー含む合計　約1100g�

USBなし
USB-C×2

OS CPU SSD

iPad�OS 64ビットA13�Bionic 256GB

画面サイズ 重量 バッテリ駆動時間

10.2インチ（2160×1620） 487g 約10時間

OS CPU メモリ

macOS�Monterey AppleM１
8コアCPU 8GB

SSD 画面サイズ 重量 バッテリ駆動時間

256GB 13.3インチRetina
（2560×1600） 1290g 約15時間

◦�Surfaceペンで自由自在に書き込み ◦�背面カメラで撮影したデータを活用

Point

大学生協オリジナルパソコンの
あんしん保証 メーカー保証４年間・交換対応

動産保証

期間 ４年間

内容 本体のみ交換　
盗難・紛失×

自己負担金 ２回目まで無償
３回目以降は有償交換

大学生協
オリジナルパソコンの
あんしん保証

メーカー保証１年間

動産保証

期間 ４年間

内容 １年目15万、2年目12万、
3年目10万、4年目6万円

自己負担金 １事故につき5,000円

大学生協オリジナルパソコンの
あんしん保証 メーカー保証１年間

動産保証
期間 ４年間
内容 保障期間中、最大２回まで
自己負担金 １回につき2,200円で修理

Microsoft 365（４年版ライセンス付） Microsoft 365（４年版ライセンス付）

Microsoft 365（6年版ライセンス付） Microsoft 365（6年版ライセンス付）

２in１モデル

府立医大・府立大生協オリジ　　ナルパソコンのご紹介　

安心の
４年間保証

大学生協オリジナル
セットアップマニュアル

Microsoft�365�
Apps�for�Students

MacBook AirとiPadを同時にご購入いただくと、
20%引きでお得です

※ 半導体不足の影響により、品薄になる可能性がございます。最新在庫状況は、
ホームページにてご確認ください。（2021.12 本誌作成時情報）

大学生協特別セット
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ウイルスバスタークラウド 4年版
３台まで利用（スマホにも対応）

ブラザー
DCP-J914N

最近のパソコンはセキュリティー対策が強化されており、セキュリティーソフトを
導入しなくても使用できますが、あまりパソコンに慣れていない方は、知らずに怪
しいサイトにいったり、不要なソフトをインストールしたりと、危険性はあがります。
セキュリティーソフトがないと不安という方には下記の商品をご提案します。

生協価格
　（税込） 6,300円

生協価格
　（税込） 12,280円

パソコンと
同時購入で

ADF

クラウド
接続

自動両面
プリント

WiFi
Direct

前面給紙
トレイ

2.7型
タッチパネル

セキュリティーソフトのご提案

マルチプリンタのご紹介

NEW

◦�リモート印刷で 
どこからでも印刷可能

◦�印刷機会が増えたので 

スピードが速いと助かる！

Point

従来品に搭載されていた機能 ファーストプリントで比較

インク型番：LC411シリーズ

▶メール添付印刷
　①指定のアドレスにメール添付送信
　②本体でジョブ選択、印刷

▶セキュア印刷
　①インターネット経由でファイルを登録
　②本体でパスワード入力、印刷

約8.5秒/枚

DCP-J981N

モノクロ

カラー 約8.0秒/枚

約6.5秒（－2秒）

DCP-J914N

約6.0秒（－2秒）印刷するためには、本体の操作が必須…課題

お渡しは4月以降となります

メーカー保証1年間 4年間の引取送料無償

※昨年モデル対比

印刷ボタンを押してから
印刷が始まるまで約2秒短縮（モノクロの場合）
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医療用語のIME用変換辞書

医療辞書 大学生協版 for
Windows for

Mac

▶「H280」を変換�（ICD10コードから病名へ変換） ▶「いしゅめんえき」を変換

▶「@UPJ」を変換

▶収録用語の一部

▶「きょうずいせつ」を変換

医歯薬・看護新入生を応援します

上記は必修科目の教材のご提案となります。
医学科生の方は必ずご購入されることを

お勧め致します。

解剖学実習に必要となる知識を学ぶテキストです。２回生の解剖学実習において使用します。
ページ数が多く内容が豊富なので１回生から少しずつ予習されることをお薦めします。

この実習書は２学年から始まる「骨学実習」「人体解
剖実習」「脳実習」で使用します。京都府立医科大学
の長い歴史の中で、70年以上前から本学独自に作
られ常にアップデートされている実習用のテキスト
です。実際の実習の手順や、その時に観察できる構
造物の名称が日本語、英語、ラテン語で記載されて
います。人体の構造について学ぶことは医師を志す
者にとって必須の修業です。我々の身体は約60兆
個の細胞からできており、個々の細胞が集まって組

織となり、さらに目に見える筋、骨、神経、血管、
器官など数多くの構造物を作り出します。予備知識
もなく何となく解剖して「あっコレが○○神経か」
では何も残りません。予習をしてから慎重に解剖を
すすめ「ここには◯◯神経があるはずだ」と考える
ことが解剖学の知識を積み上げていく上でとても重
要になります。実習は実習書に沿って進んでいくた
め、このテキストを利用して予習を行えば、実習時
において解剖学をより深く学べる事は確実です。

この本は、１学年講義の「生物科学」の教科書であ
り「現代生命科学」の重要な参考図書です。この本
を１年生の教科書として使う意味は、少なくとも２
つあります。
その第一は、この本に含まれる学術用語は最低限
に厳選されており、それらが非常に論理的に解説さ
れている点にあります。本書は分厚くて最初は少し
とっつきにくいかもしれませんが、そこを乗り越え
ることが重要です。
第二は、この「乗り越えること」の重要性です。高

校や中等学校の教科書と比
べるとECBはかなり分厚い
本ですが、２年生以上にな
ると、この倍くらいの厚さ
の教科書が普通に何冊もあります。１学年で、ECB
を乗り越える訓練をしておくことは、２年生以上へ
の専門科目への助走としても大切です。多くの医学
部、医科大学で１学年学生への準備教育として使わ
れている、世界スタンダードですので、通読を推奨
します。

解剖学実習書

京都府立医科大学
医学研究科
解剖学教室
生体構造科学部門

田中 雅樹 先生

▍解剖学実習書のすすめ

▍「エッセンシャル細胞生物学（ECB）」のすすめ

南江堂【2021年7月刊行】ISBNコード:9784524226825� 本体価格�8,800円

Essential（エッセンシャル）細胞生物学　原書第５版

解剖学実習セット

京都府立医科大学
医学部医学科
生物学教室

小野 勝彦先生

医学科では１回生から生物学実
習において解剖を行います。授
業で必要な器具をまとめた「解剖
用セット」をご用意致しました。

スケッチブック
生物学実習
において使
用します。

保護メガネ
化学実験等
において使
用します。

ご購入場所：京都府立大学�下鴨購買
ご購入時期：4月教科書販売時

　　医療辞書 医学科必修セットのご案内

生協価格
　（税込） 26,000円

スペースキー
のみで

一発変換！！

ICD10 変換辞書 医学用語
和英変換辞書

ワープロソフトなどで医療専門用語を入力する時
は、変換し直したり、読みを変えたり、時間も手
間もかかり余計なストレスが…。この辞書を初めか
ら組み込むことで、入力効率を飛躍的にアップ！！

一般医学用語・薬学・歯科・解剖・検査・介護・外科・略語、栄
養関連など、幅広い分野の専門用語を登録しています。

病名と、国際疾病分類(ICD10)
コードとの相互変換ができます。

日本語から英語への変換ができます。
英語文献検索の最適なキーワードか
どうかも確認可能。

医療分野向けの市販製品「医療辞書」を学生向けにカスタマイズし「大
学生協版」として商品化しました。コストパフォーマンスに優れた商
品を購入できるのはこの機会のみです。

ご注意：医療辞書は、パソコンのみ対応。タブレット、スマホにはインストールできません

▍パソコン付属の日本語入力だけでは医療用語は大変！��

▍今がチャンス！！新学期PC用限定製品��

新入生

PC購入時
在学中

レポート提出
卒業後

医療現場

新学期PCと
同時購入でしか
入手できません

ずーっと使える

医療辞書なし 医療辞書あり

きょうずいせつ ▶�今日髄節 きょうずいせつ ▶�胸髄節

えすじょうどうこう ▶�エス上同行 えすじょうどうこう ▶�S 状洞溝

一発変換でストレスフリー！

医療専門用語の入力・変換には必須の基本辞書

それぞれの用途に特化した特殊変換辞書

メイン辞書

「@略語（アルファベット）」の入力から
フルスペルの医学用語へ変換可能!!

※ 英字を変換する場合は「変換」キーで変換

文書・レポート作成を
強力にサポートする

一般
医学
用語

すいしゅういえん ▶膵周囲炎

たいほる ▶胎盤性性腺刺激ホルモン

薬学
用語

ねんちゅうざい ▶粘稠剤

つむら１１４
▶ツムラ柴苓湯エキス
　顆粒（医療用）

歯科
用語

こうごうちょうせい ▶咬合調整

けんしゆうどうこうごう▶犬歯誘導咬合

解剖
用語

きょくかんけい ▶棘間径

のうきゅうたい ▶脳弓体

検査
用語

できさほう ▶デキサ法

こうとろんびんち ▶抗トロンビン値

生協価格
　（税込） 5,100円
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大学生としての英語学習をサポート

オンライン授業でも活躍

大学生必見！�
「オンライン授業」の
お悩みを電子辞書で解決

大学4年間の学習には電子辞書を活用する場面はこんなにあります！

スマホが使えない
授業でも
電子辞書なら
持ち込みできる！

スマホ＝情報ツール

電子辞書＝学習ツール

用　語 高校生モデル 大 学 生 モ デ ル
midline

検索できず

《身体などの》中線

delamination 薄片［薄い層］に裂けること,層間剥離；【発生】
《動物の》葉裂

agriology 原始風習学《文字言語を持たない未開民族の慣
習の比較研究》

cryptocurrency 暗号通貨　高度な暗号技術を用いる仮想通貨

検索できず検索できず検索できず

高校生モデル

VS
大学生モデル

電子辞書引き比べ！

　　　　電子辞書�3つのポイント

P O I N T

1

京都府立大生・
京都府立医科大生のための

▍大学生モデルと高校モデルの違い��

https://youtu.be/XYzaLhpTK2Q

第二外国語は教養教育
科目として必修科目と
なっています。電子辞
書はネイティブ音声で
発音チェックができる
など第二外国語の学習
に役立ちます。

主要辞書で
比較

第二外国語ダウンロード版コンテンツ

Wi-Fi経由での
コンテンツ
ダウンロードに
対応

P O I N T

2

大学生モデルは
質の違いが
一目瞭然

大学生向け 英語強化モデル

電子辞書相談会 行います

4月開講後も店舗でご購入いただけます

◦４月開講後（日程詳細は後日）
◦生協購買店頭または、　オンラインに開催予定しております

Q1
�高校で使っていた電子辞書では大学の授業
についていけないの？

高校生向けの電子辞書は搭載されているコンテンツが高校での学習や受
験に向いたものとなっており、大学での専門的な用語、用例には対応し
ていないことがあります。大学生モデルへの買い替えをおすすめします。

Q2
家電量販店で売っている
電子辞書とは何が違うの？

家電量販店で売っているものには、メーカー保証が１年間しか付きま
せんが、学内販売で販売している電子辞書は４年間保証※されます。
また、電子辞書本体の価格も量販店に比べて安くなっています。更に、
第２外国語とセット割引は生協だけの特典です。生協以外で購入され
るのはもったいないですよ！

Q3
スマートフォンの
辞書機能だけではダメ？

スマートフォンの辞書機能は、搭載されている辞書が簡易版になって
いることが多く、授業で必要な単語や用例に対応していないことが多々
あります。また、電子辞書なら持ち込み可の試験はありますが、スマー
トフォンは持ち込むことができませんので、電子辞書を用意しておく
と便利です。

Q4
�学内販売で買った電子辞書が壊れた時はど
うすればいいの？

生協店舗にご連絡ください。在学中４年間はメーカー保証が適用※さ
れますので、自然故障であれば何度でも無償修理できます。また、液
晶割れや水漏れなど、メーカー保証の対象外故障でも、学割価格にて
修理可能です。 ※医学書院　看護辞書は１年保証です

電子辞書よくある質問 Q & A

 ＡＺ-ＳＸ9800

生協価格
　（税込） 37,000円

生協価格
　（税込） 40,870円

本体 第二外国語コンテンツ 1言語※付き

本体

※メーカー希望小売価格11,000円（税込）

電子辞書をお持ちの方もそうで
ない方も！
使い方や二外のダウンロード方
法など何でもご相談ください！

セットが
お得

通常1年間のメーカー保証が生協でご購入の場合は４年間に延長！さらに液晶割れなどご自身の不注意による修理（保証対象
外修理）も学割価格が適用されるので安心です。また、大学生向け英語強化モデルは大学生協特別価格でご提供しております。

安心の保証・特別価格
P O I N T

3

一般販売店 大学生協

メーカー保証延長！ 1年間 ▶ 4年間
修理代学割！ （一例）液晶パネルが割れた13,750円（税込） ▶ 5,500円（税込）

大学生協特別価格！
同等機種量販店販売価格イメージ　45,000円前後

▶
37,000円（税込）

第二外国語コンテンツ　11,000円（税込） 本体と同時購入可　3,870円（税込）

製品詳細▼
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通学自転車

一人暮らし新生活用品

教材・講座・自転車

各種申し込み方法
2022年

※台数には限りがございます。お早目にお申込みください

お支払い方法について
コンビニエンスストアでお支払い（番号方式）
お申込金額が、一回につき30万円以下の場合、ご利用いただけます。ご注文完了時に画面上に「お支払い番号」
「受付電話番号」が表示されます（注文完了メールにも記載されています）。上記2つの番号を持参のうえ、コ
ンビニの店頭レジ、または情報端末を操作してお支払いください。

※お申込みから6日以内にお支払いください。期限が過ぎるとコンビニでお支払いできません。　※受取人は「大学生協事業連合」となります。

新入生向け商品（パソコン・プリンター・電子辞書）のお問い合わせ先

商品のお渡しについて
・ご指定いただいたご住所に発送いたします。
・��店頭でのお渡しをご希望の場合は店頭にてお渡しいたします。

・ご指定いただいたご住所に発送いたします。

・店頭にてお渡しいたします。

※商品によって発送可能時期が異なります。2月以降順次発送します。

※受け取り希望日を空白にした場合の最短です。※配送は2022年１月より開始します。
※２月末までは平日３～４日（土日祝を除く）でお届けとなります。

パソコン

自 転 車
プリンタ

WEB 24時間受付
ご注文に際して、まずは

「新規登録はこちら」より
IDを作成してください

新学期事業センターまで
ご連絡ください
新学期事業センターお問い合わせフォーム

府立大

府立
医大

利用いただけるストア�
▶���ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、
セイコーマート

▶�２月まではご入金確認後、土日祝を含まない２日で配送
▶�３月はご入金後、土日祝含み２日で発送

お申込み受付期間

ご注文・申込方法

4/22金まで

「新規登録はこちら」より
IDを作成してください
※�生協・共済加入のお申込みと
は異なりますので改めてご登
録をお願い致します

配達先情報を「マンション名・
部屋番号」までお忘れなく入
力してください

入学予定の大学・学科（医
学部）をお選びください

カテゴリ・欲しい商品をお
選びの上、お買い物かごに
入れてください

注文を確定いただく
と完了メールが届き
ます

商品を全て選び終わった
ら受け取り方法へお進み
ください

商品を全て選び終わったら受け取り
方法へお進みください

How to WEB注文 パンフレット・WEBサイト等で決めた商品を京都府立大学・
京都府立医科大学・大学生協オンラインサイトでご注文

ご入金確認後、
随時ご希望の
配達先へお届け

受取希望日は「2021/3/31」のよ
うに半角で入力してください。入金
確認後の発送になりますので余裕を
持って（1週間程度）ご指定ください

注 文
完 了

受付番号

お支払番号

メモして
ください登録の

配送状況問合せ／受け取り希望日の変更は 商品の内容や使い方、全般的なお問い合わせは

府立大学生協�下鴨購買
TEL 075-723-7263
営業時間�平日11：00～15：00

府立医科大学生協�医学部店
TEL 075-251-5964
営業時間�平日11：00～17：00

京都府立
大生の方

京都府立
医科大学
生の方

https://kpu-m.u-coop.
net/new-comer/

https://kpu.u-coop.
net/new-comer/

01��ログイン 02��大学選択 03��商品選択 04����お買い物� �
かご確認

05����受取方法選択 06��注文確定 07��コンビニ支払

▍大学生協サイトよりご注文の方��

大学近隣の自転車店に
ご来店ご注文の方におすすめ

全国の大学生協とで連携し、家具・家電などの新生活用品の販売から、配達・
アフターメンテナンスまでご提供できる新生活用品カタログをご紹介しており
ます。カタログによる予約購入方式ですので、じっくりと品選びができ、配達
も指定頂いた日にお届けできます。
配達料金は無料です。（１回のご注文金額が9,800円（税込み）以上の場合）

株式会社シングルライフコミュニケーションズ
〈総合物流センター〉〈受注予約センター〉
本社：〒950-2031　新潟県新潟市西区流通センター4-4-7

TEL�0120-622-110　FAX�0120-622-109

お問い合わせ・お申し込み方法　　受注専用　

�疑似モデルルーム��学生委員さん目線で「学生一人暮らし」を紹介
YouTubeチャンネルにアップしております
https://youtu.be/_CPR-MCm2Xc　※本編映像にはBGMが流れております

カタログ本誌ページ&商品と連動した
「動画コンテンツ」を作成いたしました。

動画コンテンツ

お支払い完了後
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