
日本HP
HP250 G7
2C3U2PA#ABJ  

今号
の

おす
すめ
!!

スタンダードからハイスペックまで人気のモバイルPCをお求めやすく
在庫限り・数量限定

セレクション
Selection［研究室向け商品を厳選］

ご注文受付期間 2021年 2月1日（月）    2月26日（金）

（本体価格86,182円／
消費税8,618.2円）

●Webカメラ●指紋認証センサー搭載●USB3.1 Type-C×1、USB3.0×2、USB2.0×1、RJ-45×1、HDMI×1、
D-Sub×1●mircroSDスロット●光学ドライブなし●Bluetooth 5.0●バッテリー駆動時間：約17.2時間
●1年間引き取り修理●約1.5kg

税込組価94,800円
ASUS
ExpertBook P2451FA
P2451FA-EB0144R

注文番号
80624890

税込組価 79,800円
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2

注文番号
80629284

注文番号
80579961 注文番号

80616734

（本体価格72,546円／消費税7,254.6円）

●Windows 10 Pro64bit●USB3.1x2、USB Type-Cx1、
HDMIx1●microSDカード●Bluetooth5.0●指紋認証●駆動時
間：最大約18.0時間●2年間翌営業日出張修理●約1.32kg
●DA300 マルチポート変換USB Type-Cアダプタ付き

●Webカメラ●USB3.1×2、USB2.0×1、RJ-45×1、HDMI×1
●SDカードスロット●DVDスーパーマルチドライブ●Bluetooth 5.0
●バッテリー駆動時間：約12時間●約1.78kg

13インチノートPCと
多機能Type-Cアダプタのお得なセット

シンプルでお求めやすい価格の
スタンダードA4ノート

高い堅牢性と長時間バッテリー駆動の
軽量モバイルノート

Windows 10
Pro

15.6型WXGA
（1366×768）

メモリ8GB
（8GB×1/増設不可）

有線LAN
（1000BASE-T）

無線LAN
（a/b/g/n/ac）

Core i5-1035G1
（1.0GHz）

SSD 256GB

14.0型フルHD
（1920×1080）

Windows 10
Pro

Corei5-10210U
（1.6GHz）

無線LAN
（a/b/g/n/ac）

有線LAN
（1000BASE-T）SSD 512GB

メモリ8GB
（8GB×1/増設不可

Dellオンラインサイト
参考価格：税込12,540円

インテル® Core™ i5
プロセッサー

DELL
Latitude 5300
DA300セット  

税込組価 99,900円

注文番号
G11447857

（本体価格90,819円／消費税9,081.9円）

Windows 10
Pro

13.3インチ FHD
 （1920×1080）

SSD256GB
M.2 PCle NVMe

無線LAN
（11ac）

Corei5-8265U
（1.6GHz）

8GB
（8GBx1/空1/最大32GB）

有線LAN
（1000BASE-T）

第10世代CPU搭載
13.3型のコンパクト設計

タブレット部を離して単体で使える
タブレットモバイルPC（LTEモデル）

Windows 10
Pro

Core i5-10210U
（1.6GHz）

メモリ8GB（8GB×1/
空1/最大16GB） SSD 256GB

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

●USB3.1×2、USB Type-C×1、HDMI×1●MicroSDスロット
●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリー駆動時間：約19時間
●1年保証（引き取り修理・海外保証<制限付>1年保証）
●約1.19kg

税込組価  99,900円

Dynabook
S73シリーズ  
A6S7FRF2D511

（本体価格 90,819円／消費税 9,081.9円） ●静電タッチパネル●Webカメラ●キーボード部：USB 3.0
（Type-A）×3、RJ-45×1、ミニD-sub 15×1、HDMI×1●タブレッ
ト部：USB 3.1 （Type-C）×1、ヘッドセット端子●SDカードスロット
●Bluetooth 4.2●バッテリー駆動時間：約18.5時間（タブレット
部のみの場合約9時間）●本体約1.224kg、タブレット部約665g

税込組価  128,000円
（本体価格116,364円／消費税11,636.4円）

Panasonic
CF-XZ6RF9VS

12型QHD
（2160×1440）

Windows 10
Pro

Core i5-7300U
（1.6GHz）

無線LAN
（a/b/g/n/ac）

有線LAN
（1000BASE-T）SSD 256GBメモリ8GB

（8GB×1/増設不可）

LTE対応

13.3型フルHD
（1920×1080）



nanoSIMカード
（6GB/月）
バンドルセット

Panasonic CF-XZ6RF9VS
SIMバンドルセット

税込組価 

152,800円

注文番号
G11473658

●静電タッチパネル●Windows Hello対応●タブレット部背面に指紋センサ―搭載●Webカメラ
（顔認証対応）●キーボード部：USB3.0（Type-A）×3、RJ-45×1、ミニD-sub15×1、HDMI×1●タブ
レット部：USB3.1（Type-C）×1、ヘッドセット端子（マイク入力＋オーディオ出力）●SDカードスロット
●光学ドライブなし●Bluetooth 4.2●バッテリー駆動時間：約18.5時間（タブレット部のみの場合
約9時間）●セットのSIM（YSIM-TSUNAG-2YS）は後日配送●バンドルされるSIMは初月+23か
月、月間容量6GB、Softbankエリア対応モデルになります

（本体価格138,909円／消費税13,891.0円）

税込組価 199,900円（本体価格181,728円／消費税18,172.8円）
税込組価 96,500円（本体価格87,728円／消費税8,772.8円）

Corei5-7300U
（3.50GHz）

12型QHD
（2160×1440）

Windows 10 
Pro

メモリ 8GB
（8GB×1/空0/増設不可） SSD 256GB

無線LAN
（a/b/g/n/ac）

LTE対応
（nanoSIMスロット搭載）

有線LAN
（1000BASE-T）

タブレット部を離して単体で使えるタブレットモバイルPC
nanoSIMカード1年パック特別バンドルモデル

01 02 03いつでもどこでもすぐに利用可能
屋 外

電源を入れると同時にSIMカードも通信状況になるの
で、毎回設定する手間はありません。

パソコンの起動と同時に接続開始が可能
簡 単

●SIMカードは後日配送、開通手続き時にSIMカードサイズ（microまたはnano）を選択
●初月＋23ヶ月●月間データ量超過後は上り下り最大128kbpsに制限あり（直近3日間
の制限無し）●iPad SIMフリー版に対応（nanoSIMが対応します）

●SIMカードは後日配送●初月＋23ヶ月●月間データ量超過後は月末まで256kbps
（直近3日間の制限無し）●iPad ・iPhone SIMフリー版に対応（nanoSIMが対応し
ます）
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トレミール
Y!mobile生協限定
SoftBankエリア対応 データSIMカード
SoftBank回線

対応
期間

初月＋23ヶ月
micro／nano

（開通手続き時にSIM形状選択）
docomo回線
対応

期間
初月＋23ヶ月 マルチサイズSIM

データ量 注文番号 型 番 税込組価

6GB/月

17GB/月

80494134

80494127

YSIM-TUNAG-2YS

YSIM-2YS

29,800円
49,800円

トレミール
大学生協限定
データSIMカード

データ量 注文番号 型 番 税込組価

30GB/月 80501511 DSIM-TUNAG-2YS 99,800円

Wi-Fi環境の無い屋外でも、場所を気にすることなくモ
バイルルーター無しでご利用いただけます。

Panasonic
CF-SV1DF1VU 価格はお問い合わせください

注文番号
80631041

●タッチパネル●Webカメラ（顔認証対応）●USB-C×1 、USB3.２×1●nanoSIMカードス
ロット（nanoSIMカードが別途必要）●eSIMサポート●光学ドライブなし●Bluetooth 5.0●
バッテリー駆動時間：約13.5時間●約0.79㎏
■nanoSIMカードは別売りです、eSIMの利用は別途契約が必要です

●タッチパネル●Webカメラ（顔認証対応）●USB-C×1●microSDXCカードスロット●nanoSIMカードスロット（nanoSIM
カードが別途必要）●eSIMサポート●光学ドライブなし●Bluetooth 5.0●バッテリー駆動時間：約10時間●約0.5kg
■nanoSIMカードは別売りです、eSIMの利用は別途契約が必要です

Corei7-1165G7
(1.1GHz)

12.1型WUXG
（1920×1200）

メモリ 32GB
（16GBx2/空0/最大32GB）

Windows 10
 Pro

SSD 512GB 有線LAN
（1000BASE-T）

無線LAN
（a/b/g/n/ac/ax）

LTE対応
（nanoSIMスロット搭載）

メモリ32GB搭載 ハイパフォーマンスモデル

Panasonic
CF-RZ8DF1VU 価格はお問い合わせください

注文番号
80278598

●静電タッチパネル●Webカメラ●USB3.0×3、、RJ-45×1、ミニD-sub15×1、HDMI×1●SD
カードスロット●nanoSIMカードスロット（nanoSIMカードが別途必要）●光学ドライブなし●
Bluetooth 4.2●バッテリー駆動時間：約11.5時間●4年保証と3年特別安心保証●約0.775kg
■nanoSIMカードは別売です

Core i7-8500Y
（1.50GHz）

10.1型WUXGA
（1920×1200）

メモリ 16GB
（16GBx1/空0/増設不可）

Windows 10
 Pro

SSD 512GB
有線LAN

（1000BASE-T）
無線LAN

（a/b/g/n/ac）
LTE対応

（nanoSIMスロット搭載）

LTE対応ハイスペック2in1モバイル

新しいSurface Pro LTEモデル 12.3インチ

Microsoft
Surface Go 2
SUF-00011

注文番号
80570616

Microsoft
Surface Pro 7+ 1S4-00013

注文番号
80631720

Core-m310.5型 メモリ8GB
（8GB×1/空0/増設不可）

Windows 10
 Pro

SSD 128GB 無線LAN
（a/b/g/n/ac/ax）

LTE対応
（nanoSIMトレイ搭載）

eSIM対応

Core-i512.3型 メモリ16GB
（16GB×1/空0/増設不可）

Windows 10
 Pro

SSD 128GB 無線LAN
（a/b/g/n/ac/ax）

LTE対応
（nanoSIMトレイ搭載）

eSIM対応

軽量でコンパクト、10.5インチSurface

スマホやタブレットだけでなくノートPCにも使用できるSIMカード

手軽に使えるカード型SIM

LTE対応ノートPCなら、SIMカードを挿すことでパソコ
ンから直接インターネット接続が可能になります。

パソコン1台でどこでもインターネット
手 軽

リーズナブルなSIMカードをお探しの方リーズナブルなSIMカードをお探しの方 ドコモエリアで使用をされたい方ドコモエリアで使用をされたい方

カード型SIM対応 レッツノート

01 02 03どうやって使うの?
eSIMに対応した端末では物理SIM（SIMカード）で
既に利用されている通信事業者と一緒に利用するこ
とが可能。通信量や通信場所・状況などによって切り
替えて使う事もできます。

どんな使い方ができるの?

●開通月+12ヶ月●月間データ量超過後は上り下り最大128kbpsに制限あ
り●申込書にはeSIMをご利用頂くために必要なアクティベーションコード
(QRコード対応）が記載されております。申込書内容確認後、開通済みメー
ルを契約者様宛てに送信致します。●一括前払い商品のため、契約期間中
に追加費用を支払ってのデータ容量追加はできません。

DIS mobile
eSIM年間パックDATA 開通月+12ヶ月

期間
開通月+12ヶ月

データ量 注文番号 型 番 税込組価

22,000円
30,800円
61,600円
101,200円

5GB/月

10GB/月

30GB/月

40GB/月

S001

S002

S003

S004

PKG/DE5G/1Y

PKG/DE10G/1Y

PKG/DE30G/1Y

PKG/DE40G/1Y

期 間 注文番号 型 番 税込組価

89,800円
144,100円

初月+12ヵ月

初月+23ヵ月

80610459

80610466

UC-CLOUDORA-1YS

UC-CLOUDORA-2YS

端末出荷時のeSIMには何も情報は書き込まれていませ
ん。プロファイルデータをダウンロードしeSIMへ書き込む
ことで、モバイルネットワーク通信ができるようになります。
※別途APN設定が必要です。

物 理 的 な S I M の 抜 き 差しは 不 要 、破 損 や 紛 失 も 避 けら れ ます

自在に切り替えが可能なeSIM

端末にチップとして組み込まれているSIMの事で、モバ
イルネットワーク通信に必要なプロファイル（契約者情
報等）をネットワーク経由で自由に書き換えることができ
ます。

アクティベーションコードを読み取って、プ
ロファイルデータをダウンロードして利用開
始。1台の端末で複数のプロファイルを同
時に保持できますので、カード型SIMとの
併用も可能です。

eSIMって何?

DIS mobileとして初となる「eSIM」が登場！DIS mobileとして初となる「eSIM」が登場！

eSIM＆カード型SIM対応 Surface

SIMカードの
抜き差しが必要従 来

端末に内臓され
抜き差しは不要eSIM

二次元
コードを
スキャン

トレミール 国内専用マルチキャリアルーター docomo回線SoftBank回線 au回線

期 間 注文番号 税込組価

99,800円2年 G11465684

DIS mobile WiMAX2＋
2年パック クレードル特別セットモデル

複数デバイスを同時接続するならやっぱりモバイルルーター複数デバイスを同時接続するならやっぱりモバイルルーター

Wi-Fiルーターの充電切れを気にしなくても大丈夫！
パソコン
ひとつで

ネット接続 LTE対応ノートPC   SIMでもっと便利にカンタンに＋

LTE対応ノートPCはSIMを挿すことで、スマホやタブレットのように4G LTEへ常時接続が可能になります。外出先でフリーWi-Fiを探して移動したり、

モバイルルーターの電源を入れて接続されるまで待ったりするようなWi-Fi接続の煩わしさを解消。パソコン画面を開けばインターネットに接続されているので、スリープ解除後すぐに作業へとりかかれます。

https://www.dismobile.jp/simsetup/movie07.html

詳しい設定方法は
こちらをご参照

ください

簡単eSIMセットアップ動画

マルチキャリアエリア対応大容量ルーター
WiMAX2＋お得なキャンペーン
数量限定！お得なクレードルセット！

●Office無し
●写真のタイプカバー別売

●Office無し
●写真のタイプカバー別売

クラウドSIM

SIM SIM SIM

●商品詳細や端末スペックは
　カタログショッピング2月号P50
　でご確認ください

●商品詳細や
　端末スペックは
　カタログショッピング
　2月号P50でご確認
　ください

●Webカメラ（顔認証対応）●USB3.0×3、USB3.1 Type-C×1、RJ-45×1、ミニD-sub15×1、
HDMI×1●SDカードスロット●nanoSIMカードスロット（nanoSIMカードが別途必要）●DVDスー
パーマルチドライブ●Bluetooth 5.1●バッテリー駆動時間：約19時間●4年保証と3年特別安心保
証●約1.124kg（付属のバッテリーパック（L）装着時）
■nanoSIMカードは別売です





今号のお買い得情報在庫限り

数量限定

掲載商品の

ご購入上の

注意について

ご購入いただいた商品で万が一、不具合が発生した場合は以下のように対応させていただきます。
●商品違いが発生した場合、限定商品で代替商品がない時には返金させていただきます。

●初期不良で代替商品がない場合は返金または修理扱いとさせていただきます。

●本チラシに掲載されている会社名・サービス名・製品等は、各社の登録商標または商標です。

●本チラシに掲載しております商品の価格・仕様および外観は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

お見積りやご注文は

大学生協店舗へ

有線LAN
（1000BASE-T）

Windows 10 Pro
ノートPC

スリム&使いやすい
フラットディスプレイ採用

15.6型ワイド
（1920×1080）

Core i5-8265U
（1.6GHz）

DVD
スーパーマルチ

メモリ8GB
（オンボード4GB+4GB/

空0）
SSD 256GB
（PCIe）

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

●Windows 10 Pro●USB 3.0×2、USB 3.0（Type-C）×1×HDMI×1●Bluetooth●Webカメラ
●バッテリー駆動時間：約8.9時間●3年保証●約2.2kg

税込組価  99,900円

注文番号
80502310

NEC
LAVIE Direct NS
PC-GN164JFGFカスタマイズ

（本体価格 90,819円／消費税 9,081.9円） 税込組価  72,800円（本体価格 66,182円／消費税 6,618.2円）

Windows 10 Pro
ノートPC

スタイリッシュで落ち着いた薄型デザイン
スタンダードA4ノートPC

13.3型HD
（1366×768）

Core i5-1035G1
（1GHz）

メモリ8GB（8GB×1/
空0/最大8GB）

HDD 500GB 有線LAN
（1000BASE-T）

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

●Windows 10 Pro●USB2.0×1、USB3.1（Gen 1）×2、HDMI×1●スーパーマルチドライブ●Bluetooth 5.0
●Webカメラ●バッテリー駆動時間：約12時間●1年間引取修理●約1.78kg

注文番号
80629277

日本HP
250G7/
2C3S5PA#ABJ

Windows 10 Pro
ノートPC

新設計キーボードでタイピングが快適に
安心の3年保証付きスタンダードモデル

15.6型FHD
（1920×1080）

Corei5-1035G1
（1.00GHz）

メモリ8GB（8GBｘ1/
空1/最大64GB）

M.2 SSD
256GB

無線LAN
（11ac/a/b/g/n）

Windows 10 Pro
ノートPC

約24時間駆動バッテリーの
人気カラーリングモデル

13.3型フルHD
（1920×1080）

Core i7-8565U
（1.8GHz）

メモリ8GB（8GB×1/
空0/増設不可）

SSD 256GB 有線LAN
（1000BASE-T）

無線LAN
（a/b/g/n/ac）

●Windows 10 Pro●USB2.0x2、USB3.0x1、USB3.1Type-Cx1、VGAｘ1、HDMI×1●DVDスーパーマルチ
ドライブ●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリー駆動時間：約5.0時間●3年間ピックアップ修理保証＋安心パック
●約2.02kg

●Windows 10 Home●Webカメラ●USB3.1×2、USB3.0×2、RJ-45×1、HDMI×1●SDカードスロット
●光学ドライブなし●Bluetooth 5.0●バッテリー駆動時間：約24.0時間●4年保証●約915g

税込組価  99,900円
注文番号
80631485

マウスコンピューター
MPro-NB530H-CPSC

（本体価格 90,819円／消費税 9,081.9円）

Windows 10 Pro
デスクトップPC

税込組価49,900円

21.5型モニターつき超小型デスクトップPCセット

注文番号
G11410639

日本HP
ProDesk400G4DMモニタセット
ProDesk400G4DM／2ZZ91AV-CBZQ+V220

[ProDesk400G4DM]●Windows 10 Pro●USB 3.1x4、USB2.0x2、VGA×1、DP×1●１年間引き取り保証
[V220]●21.5型（1920x1080）非光沢●VGA、DVI

Celeron G4900T
（2.9GHz/2MB）

HDD 500GB

メモリ 4GB
（4GBx1／空x1／

最大32GB）
有線LAN

（1000BASE-T）

（本体価格45,364円／消費税4,536.4円）

A4
カラープリンタ

税込組価3,480円

コンパクトサイズに
基本性能が充実した多機能モデル

注文番号
11306390

エプソン
EP-710A/19KP

●スマホ対応/EPSON iPrint●MACH方式/5760×1440dpi●染料6色独立インク
●前面1段給紙トレイ（A4最大100枚）●Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ●W390×D338×H163mm●約5.9kg

●油圧シリンダー方式+スプリングテンション（無段階チルトシステム）●垂直（上下）スライド昇降●チルト操作静音設
計●メイン天板、キーボード・マウス据置板（チルト一体構成）、スマートフォン・PDAポケット付属●本体組立済（キー
ボード・マウス据置板は別途セッティング）●最大荷重：15kg●W73×D79×H13.5～50cm●10.4kg

（本体価格3,164円／消費税316.4円）

液晶ディスプレイ

税込組価14,300円

マルチモニターに適したスリムベゼル採用
デュアルディスプレイ環境を気軽に導入

昇降デスク
健康的なワークスタイルを安価に実現
既存のデスクでスタンディングスタイル

注文番号
80516089

iiyama
XU2292HS-B1

●21.5インチフルHD（1920×1080）●IPSパネル（ノングレア）、1677万色●輝度：250cd/㎡●コントラスト比
1000:1●視野角：水平１７８°/垂直１７８°●応答速度：4ms（GtoG）●1.0W×2スピーカー●接続：DisplayPort×1、
HDMI×1、VGA×1●3年間保証●DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、VGAケーブル付属

（本体価格13,000円／
消費税1,300.0円）

注文番号
80198834 PSW-VS（B）ブラック

PSW-VS（W）ホワイト

Camel
昇降デスク　
ＳＴＡＮＷＯＲＫシリーズ

税込組価19,800円
注文番号
80198841

（本体価格18,334円／
消費税1,466.7円）

税込組価 94,800円
（本体価格86,182円／消費税8,618.2円）

税込組価 99,800円
（本体価格90,728円／消費税9,072.8円）

注文番号
11324998 セキュリティソフト有

注文番号
11325063 セキュリティソフト無

富士通
UH75/大学生協カスタマイズ（赤）

A4カラー プリンタ/コピー/
スキャナ

Win・Mac

USB2.0
無線LAN

グリーン購入法
適合品

21.5型フルHD
（1920×1080） IPSパネル DisplayPort

HDMI D-Sub15ミニ

ブラック

ホワイト


