セレクション 4
Selection ［研究室向け商品を厳選］

2021年 4月1日（木） 4月30日（金）
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ご注文受付期間

2021

スタンダードからハイスペックまで

大学生協
おすすめ

PC＆周辺機器をセレクト

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
13.3インチ FHD
（1920×1080）

Windows 10
Pro

8GB
（8GBx1/空1/最大32GB）

無線LAN
（11ac）

Corei5-8265U
（1.6GHz）

台数
限定

SSD256GB
M.2 PCle NVMe

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）

Dellオンラインサイト
参考価格：税込12,540円

注文番号
G11447857

税込組価

DELL

Latitude 5300
DA300セット

注文番号
80631485

99,900円

税込組価

（本体価格 90,819円／
消費税 9,081.9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

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）
12型QHD
（2160×1440）

Windows 10
Pro

メモリ8GB
Core i5-7300U
（8GB×1/増設不可）
（1.6GHz）
SSD 256GB

有線LAN
（1000BASE-T）

無線LAN
（a/b/g/n/ac）

LTE対応

注文番号
80616734

税込組価

Panasonic

メモリ16GB（8GB×2/
空2/最大64GB）

M.2
SSD 512GB

HDD 2TB

DVD
スーパーマルチ

有線LAN
（1000BASE-T）

MPro-NB530H-CPSC

99,900円

台数
限定

（本体価格 90,819円／
消費税 9,081.9円）

●Windows 10 Pro●ノングレア液晶●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

台数
限定

オンラインも快適に！
USBヘッドセット

CF-XZ6RF9VS

128,000円

両耳タイプ
USB-A

（本体価格116,364円／消費税11,636.4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

第10世代CPU＆グラフィックボード搭載
クリエイティブワークを快適にするデスクトップ
Core i7-10700K
（3.80GHz）

マウスコンピューター

注文番号
80646168

税込組価

マウスコンピューター

台数
限定

DAIV
Z5-i7-Z490-CPSC

179,800円

（本体価格163,455円／消費税16,345.5円）

●Windows10 Pro●GeForce GTX1660 SUPER（6GB）●USB3.1×1、USB3.1 Type-C×1、USB 3.0×6、
DisplayPort×3、HDMI×1●W190×D490×H410mm●3年間ピックアップ修理保証＋安心パックサービス
※モニター別売（キーボード・マウス付き）

注文番号
80582879

エレコム

HS-HP20UBK

税込組価

2,388円

（本体価格2,171円／消費税217.1円）
●40mm大口径スピーカー●折りたたみ式イヤーパッド
●ノイズ軽減マイク●マイクの位置調整ができるフレキ
シブルアーム●ケーブル長1.8m●約130g

周辺機器は中面に多数掲載しています

オンライン授業を
快適に！

教員×学生

有線モデルはバッテリー切れの心配もなく、
フィット感が高いものが
多いため長時間の使用に向いています。
USB接続タイプはノイズや音量のトラブルも少ないので安心。
無線ワイヤレスモデルはケーブルがないため動きが制限されない
ことが利点ですが、バッテリー切れの心配もあります。有線モデル
を予備として用意しておくことも検討ください。

聞く/話す

ノートPCではWebカメラとマイク・スピーカーを内蔵している機種がほとんどですが、スピー

有線USB

カーの音をマイクが拾ってハウリングを起こしたり、周囲の雑音が相手に聞こえてしまった
りすることもあります。

PC接続に限定されるものの、
ノイズのない安定した音質が提供できます。

別途Webカメラやマイクを用意することで、こういったトラブルを防ぎ、より鮮明な画像と聞
き取りやすくわかりやすい音声で授業をすすめることができるようになります。

映す

デスクトップPCやWebカメラが内蔵されていないノートPC
の場合は、
Webカメラの導入が必要になります。
画質が悪くて見えにくいと、
長い時間見ていることが辛くな
ることもあるので、
200画素以上をおすすめしています。

抜群の高感度と色再現性を実現
高画質800万画素のWebカメラ
800万画素

USB-A

注文番号
80584347

コード上のシンプルな
インラインコントロールで
手元による音量調節＆
通話ミュートが可能です
両耳タイプ

USB-A

注文番号
80569597

ロジクール

エレコム

UCAM-C980FBBK

税込組価

税込組価

7,678円

200万画素

（本体価格6,980円／消費税698.0円）

500万画素

注文番号
80582886

USB-A

注文番号
80579886

エレコム

UCAM-C520FBBK

UCAM-C750FBBK

3,278円

（本体価格2,980円／消費税298.0円）

●約200万画素●無指向性内蔵マイク：エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）●ノートPCや
ディスプレイに取付可能なマルチスタンド採用●ケーブル長約1.5m
●W60.0×D52.3×H39.0mm●約66g
（ケーブルを含む）

会話
する

4,928円

（本体価格4,480円／消費税448.0円）

●約500万画素●ワイドスクリーンFull HD（1080P）対応●無指向性内蔵マイク：デジタルシリコン
MEMS方式（モノラル）
●マルチスタンド採用●ケーブル長約1.5m
●W60mm×D55.3mm×H39.0mm●約68g
（ケーブルを含む）

音源や使用環境に合わせた
プロクオリティサウンド！
ヴィンテージデザインのUSBコンデンサーマイク

USB-A
コンデンサー型

注文番号
80595343

エレコム

HS-SP01WH

税込組価

7,678円

（本体価格6,980円／消費税698.0円）

●聴き取りやすいクリアな音声●高感度無指向性マイクユニット
（エレクトレットコンデンサー
方式）
●本体のボタンで通話/終話、音量調節、
マイクおよびスピーカーミュートの各操作が可能
●ケーブル（約0.7m）
は本体背面に収納可能●約250g

注文番号
80601068

税込組価

注文番号
80206836

ブラック

注文番号
80206843

ホワイト

注文番号
80206850

イエロー

税込組価

Lyra

（本体価格18,000円／
消費税1,800.0円）

●24bit/192kHz●4つの収音モード●パソコンや携帯端末とケーブルで接続するだけですぐに録
音可能●マイクの角度を前後に自在に調整できる専用スタンドが一体化●ノイズ対策も万全●USB
type C→Aケーブル（約2ｍ）、3/8→5/8インチ変換ねじ付属●W110×H250×123ｍｍ●約920g
（含スタンド）
●メーカー保証3年

スマホやパソコンといった端末に
あわせられるハイブリッド接続タイプ

17,800円

（本体価格16,182円／消費税1,618.2円）

●4GBメモリー搭載●3サイズから選べるアークサポー
ター、2つのイヤーピース装着位置で落下防止●大幅に
遅延を解消するNFMI接続対応●BT接続時最大3時間
/メモリ再生時最大6時間再生(ケース3回充電)●USB
充電●約7.3g（左右各・本体のみ）

3.5mm
ステレオジャック

USB-A

Poly

Blackwire 5220
PPBKW-5220UA

税込組価

15,200円

（本体価格13,819円／消費税1,381.9円）

●耳にフィットする柔らかいイヤークッション●パッシブノイズキャンセリングで雑音をカット、
お
互いの声をはっきりと聞き取ることができます●キャリングケース付属●約164g

Bluetoothでパソコンもスマホも接続できる、
コードが気にならないワイヤレス
迫力のある重低音とクリアな高音
完全ワイヤレスの
密閉型
ステレオヘッドセット （耳栓タイプ）

イエロー

WF-SP900

AKG

19,800円

高い防塵防水性能で
雨の中や水泳にも適した
ステレオヘッドホン

SONY

USB-A

有線3.5mm/
USBハイブリッド

注文番号
80617847

無線ワイヤレス

ホワイト

7,800円

●ノイズキャンセルマイク、
ステレオサウンド、
ダイナミックEQで通話を最適化●PCワイドバンド対
応●約118g

3.5mm
4極ミニプラグ（L型）

ブラック

Blackwire 3220UA

（本体価格7,091円／消費税709.1円）

両耳タイプ

3,828円

Bluetooth対応

Poly

人間工学に基づいた設計で
長時間でも快適に使用できます

●φ10mmダイナミックドライバー採用●着
信応答/通話終了スイッチ付きマイク●コー
ド長1.2m●フィット感が選べるイヤーキャッ
EHP-RH1000MBK
プ（S/M/L）
付属
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用
です。4極方式のスマートフォンでも一部対
税込組価
応しない機器があります。最新の対応情報
（本体価格3,480円／消費税348.0円） はメーカーWebサイトでご確認ください。

密閉型
（耳栓タイプ）

感度が高くダイナミックマイクに比
べて高音質なコンデンサーマイク。
クリアな音声を届けられるかどうか
はマイクのスペックに関わります。

4〜5人での
会議に最適

USB端子のないスマホや
タブレットでも使いやすい
ハイレゾ音源対応
ステレオヘッドホンマイク

エレコム

話す
録る

ゼミやWeb会議など幅広いシー
ンで使えるスピーカーフォン。
マイクを意識せずオープンな雰
囲気で会話ができます。

複数人でのWEB会議に最適な
会議用有線スピーカーフォン

税込組価

広く音楽プレイヤー/スマホなどにも
利用可能なインターフェースです。

注文番号
80647554

エレコム

税込組価

税込組価
（本体価格3,500円／消費税350.0円）

有線3.5mm

密閉型
（耳栓タイプ）

USB-A

注文番号
80617830

●レザー調イヤークッション●ノイズキャンセリングマイク●通話中でも自由に立ったりするの
に十分なケーブル長233cm●約197g

プロクオリティ映像で高品質な配信を
Full HD対応500万画素Webカメラ

USB-A

両耳タイプ

H390R

3,850円

●約800万画素●日本メーカー製の裏面照射型CMOSセンサー●ワイドスクリーンFull HD（1080P）対
応●無指向性内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式（ステレオ）
●マルチスタンド採用●ケーブル長
約1.5m●W88.0mm×D62.6mm×H46.5mm●約78g
（ケーブルを含む）

外付けWebカメラの導入におすすめ機種
ワンランク上の高画質を届けられます

快適性と耐久性に優れた、
スタイリッシュで使いやすい
スタンダードタイプ

完全なノイズキャンセリングモードから
外音取り込みモードまで自由に調整可能！

Bluetooth 5.0

注文番号
80647004

SONY

WF-XB700ブラック

税込組価

14,300円

（本体価格13,000円／消費税1,300.0円）

●12mmドライバーユニット搭載●スマートフォンや
iPhone、PCでのハンズフリー通話が可能●マルチ
ペアリング対応（8台まで）
●雨や汗に強い防滴性能
（IPX4相当）●本体のみで9時間、
ケース充電1回で
合計18時間の長時間バッテリー●充電ケース、充電
用USB Type-Cケーブル、ハイブリッドイヤーピース
（SS/S/M/L）付属

密閉型
（耳栓タイプ）

同時2台接続

Bluetooth 5.1

ノイズキャンセリング

フィードバック方式のハイブリッドANCで
より多くのノイズを除去

注文番号
80644430

Jabra

Elite 85t チタニウムブラック

税込組価

29,400円

（本体価格26,728円／消費税2,672.8円）

●アクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載●外音取り込みモードあり●
スマートフォンアプリで各種調整が可能●マイク機能●ペアリング最大8台
まで、
同時に2台のデバイスに接続可能●バッテリー持続時間：1回の充電
で最長5.5時間（ANCオン時）、充電ケース併用で最長25時間●充電ケー
ス
（Qi規格ワイヤレス充電対応）、充電用USB Type-Cケーブル、
シリコン
製EarGels 3セット付属

新年

度

!!
T
R
STA

Recommended selection of Univ CO-OP

新しい区切りの始まりは、新しいパソコ
ン で 作 業 環 境 も 気 持 ち もリフ レッ
シュ！予 算で 選 べるパソコン、パソ
コンとあわせて使う周辺機器を、
大学や自宅で活用できる視点
でセレクトしました。

あわせて揃えたい
パソコン周辺機器

価 格帯 ご と の パ ソ コ ン お す す め 機 種
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テレワークにも最適な頑丈で使いやすい
13.3インチ スタンダード・モバイルPC

万円

コース

SSD 256GB

メモリ8GB
（8GB×1/空1/
最大32GB）

Core i5-10210U
（1.6GHz）

13.3型HD

13.3型フルHD
（1920×1080）

無線LAN
（a/b/g/n/ac/ax）

ソコンは、高性能CPU（インテル Coreプロ

い勝手の良いパソコンをセレクトしています。

税込組価

99,900円

税込組価

●Windows 10 Pro●USB3.1（Type-C）
×1、USB3.1×2、HDMI×1●SDカードリーダー●
Bluetooh 5.0●光学ドライブなし●Webカメラ●バッテリー駆動時間：約15.2時間●1年引き取り修
理●約1.44kg

有線LANポートも装備！
Core i7＆1TB HDD搭載A4ノート
15.6型フルHD
（1920×1080）
HDD 1TB

Core i7-10510U
（1.8GHz）

15.6型フルHD
（1920×1080）

有線LAN
無線LAN
（1000BASE-T） （11ac/a/b/g/n）

注文番号
80630952

DVD
スーパーマルチ

99,900円

Latitude 3510

99,900円

（本体価格90,819円／
消費税9,081.9円）

●Windows 10 Pro●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

メモリ8GB
（8GB×1/空1/
最大16GB）

税込組価

99,900円

B65シリーズ

A6BSEPL85N21（i5モデル）
（本体価格90,819円／消費税9,081.9円）

（本体価格90,819円／消費税9,081.9円）
●Windows10 Pro（64bit）●USB 3.2×2、USB Type-C×1、USB 2.0×1、HDMI×1、RJ45×1●Bluetooth 5.0●光学ドライブなし●
Webカメラ●バッテリー駆動時間：約12時間●2年間翌営業日出張修理●約1.79kg

●Windows 10 Pro●USB3.0×4、RGB×1、HDMI×1、
ブリッジメディアスロット×1●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリー駆動時間：
約7.5時間●1年保証（引き取り修理・海外保証<制限付>1年保証）●約2.4kg

15.6型フルHD
（1920×1080）
DVDライター

Core i7-8565U
（1.8GHz）

メモリ8GB
（8GB×1/空1/
最大32GB）

省スペース設計でありながら
高度な生産性を誇るスタンダードデスクトップ

HDD 1TB

有線LAN
無線LAN
（1000BASE-T） （11a/b/g/n/ac）

注文番号
80494448

5PF36AV-AAAL

DVD+/
-RWドライブ

有線LAN
（1000BASE-T）

（本体価格90,819円／消費税9,081.9円）

OptiPlex3070SF

（SSD256GB）

●Windows 10 Pro●USB3.1 TypeC×1、USB3.1×2、VGA×1、HDMI×1●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリー駆動時間:約15時
間（Mobilemark2014）●1年間引き取り修理●約2.18kg

注文番号
80185476

税込組価

SSD 256GB

Core i7-10700
（2.9GHz）

メモリ8GB
（4GB×2/空2/
最大128GB）

台数
限定

84,900円

（本体価格 77,182円／
消費税 7,718.2円）

●Windows 10 Pro●USB2.0×4、USB3.1×4、VGA×1、HDMI×1、DisplayPort×1●ワイヤレスLANなし
●２年間翌営業日出張修理 ※ディスプレイ別売
（キーボード・マウス付）

DVD
スーパーマルチ

注文番号
80646250

税込組価

省スペースのスリムデザイン
豊富なスロットを備えた国内生産モデル
Core i5-8500
（3.00GHz）

メモリ8GB
（4GB×2/空2/
最大32GB）

有線LAN
（1000BASE-T）

DVD
スーパーマルチ

有線LAN
（1000BASE-T）

エプソン

注文番号
80211779

HDD 1TB

Endeavor MR4900

99,900円

（本体価格90,819円／消費税9,081.9円）

15.6型フルHD
（1920×1080）
メモリ 16GB
（8GB×2/空×0/
最大32GB）

面液晶ノート、
グラフィックカード搭載、デザイ
ンにこだわったコンバーチブルスタイル、な
ど、基本性能にプラスアルファしたこだわりで

※モニタ別売（キーボード、
マウス付き）

税込組価

PHILIPS

243S7EJMB/11

22,700円

（本体価格20,637円／消費税2,063.7円）

有線LAN
（100BASE-TX）

ブラザー

HL-L2370DN 税込組価

11,550円

●プリント速度（モノクロA4片面）約34枚/分●はがき〜A4サイズ対応●自動両面プリント●
標準用紙トレイ250枚●手差しトレイ●分離型トナーカートリッジ●印刷部寿命約5万枚/5年間
●W356×D360×H183mm
（突起部を除く）●約7.2kg（消耗品含む） ※ケーブル別売
●対応OS：Windows 10・8/8.1・7 SP1・Server 2016/2012/2012 R2・Server
2008/2008 R2、macOS v10.10.5〜

99,900円

（本体価格90,819円／消費税9,081.9円）

EPSON

NVIDIA GeForce
RTX 2060
6GB

Core i7-9750H
（2.6GHz）

17型ワイド
（2560×1600）

有線LAN
（1000BASE-T）

M.2 SSD 512GB

注文番号
80583708

税込組価

NJ7000E

198,800円

SSD 512GB

無線LAN
（11a/b/g/n/ac/ax）

メモリ8GB
（8GB×1/空1/
最大24GB）

SSD 256GB

無線LAN
（11ax/a/b/g/n/ac）

gram Z995 17inch

無線LAN&自動両面プリントに対応
設置場所を選ばない
コンパクトモノクロレーザープリンター

Win

注文番号
80583579

199,800円

（本体価格181,637円／消費税18,163.7円）

●Windows 10 Pro●USB Type-C×1、USB 3.0×3、HDMI×1●USB Type-C〜RJ45変換コネ
クタ同梱●光学ドライブなし●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリー駆動時間：約22.5時間●1年
保証（バッテリー6ヶ月間）●約1.34kg

メモリ16GB
（16GB×1/空0/
最大16GB）

メモリ16GB
（8GB×2/空2/
最大64GB）

HDD 2TB

M.2 SSD 512GB

DVD
スーパーマルチ

有線LAN
（1000BASE-T）

注文番号
80646151

マウスコンピューター

DAIV

税込組価

●Windows 10 Pro●USB 3.1×1、USB Type-C（Thunderbolt 3）
×2、HDMI×1●光学ドライブ
なし●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリー駆動時間：約15.1時間●1年間引取修理●約
1.16kg

台数
限定

30 万円
コース

Core i9-10900K
（3.70GHz）

メモリ32GB
（16GB×2/空2/
最大64GB）

HDD 4TB

M.2 SSD 1TB

DVD
スーパーマルチ

CPU内蔵グラフィックにプラスして単体のグ
ラフィックボード/カードも搭載したハイスペッ
クパソコン＆ワークステーション。3D CADや
動画・映像レンダリングといった高い処理能力

注文番号
80646175

有線LAN
（1000BASE-T）
4月中旬
出荷予定

マウスコンピューター

DAIV

Z9-Z490-2-CPSC

税込組価

199,900円

台数
限定

299,900円

（本体価格272,637円／消費税27,263.7円）
●Windows 10 Pro●GeForce RTX 3070（8GB）●USB
3.1×1、USB3.1Type-C×1、USB 3.0×6、DisplayPort×3、
HDMI×1●W190×D490×H410mm●3年間ピックアップ修
理保証＋安心パックサービス
※モニター別売（キーボード・マウス付き）

OSにWindows 10 Pro
for Workstationsを採用
使い勝手の良さと高いパフォーマンスを
両立させます
デュアルXeon Bronze
3206R
（1.9G㎐/8C）

メモリ32GB
（8GB×4/空8/
最大384GB）

HDD 2TB

SSD 256GB

DVD±RWドライブ

有線LAN
（1000BASE-T）

（本体価格181,728円／ ※モニター別売（キーボード・マウス付き）
消費税18,172.8円）

クラス最小ベゼルレスにより
優れた表示性能を実現
超薄型ワークステーション
15.6型フルHD
（1920×1200）

Core i7-10850H
（2.7GHz/6コア）

メモリ32GB
（16GB×2/空0/
最大64GB）

M.2 SSD 512GB

税込組価

注文番号
S001

299,900円

（本体価格272,637円／消費税27,263.7円）
●Windows 10 Pro for Workstations●NVIDIA Quadro
P620（MiniDP to DPアダプタ付属）●USB 3.1×8、USB
TypeC×2、
シリアル×1、
PS2×2●W176.5×D518.3×H417.9mm
●2年間翌営業日出張修理 ※ディスプレイ別売 ※メモリの増
設はCTO
（大学生協カスタマイズPC）
へのお申込みのみで対応

注文番号
80600832

税込組価

13,750円

（本体価格12,500円／消費税1,250.0円）

Nitro Concepts

組立式

NC-E250-B

29,800円

ドイツの高品質ワーキングチェアが日本上陸
ドイツ車を彷彿とさせるワンランク上の座り心地
注文番号
S002

noblechairs

EPIC

組立式

NBL-PU-BLA-003

税込組価

49,800円

（本体価格45,273円／
消費税4,527.3円）

●レーシングカーのシートをモチーフにしたエルゴノミックでスポー
ティなモデル●肌が触れる表面には質感が優しくしなやかな合成皮革
（PU/ポリウレタン樹脂性レザー）
を使用●座面と背中には合成皮革
にパンチング加工を追加、蒸れにくくベタつきを抑えます●座面横幅
最大56cmのゆったりデザイン●アームレストは上下/前後/左右/斜
めに調節可能●最大135°
リクライニング●最大11°
のロッキング機
構（座面・背もたれシンクロ可動）●ガスシリンダー●静音キャニス
ター●ネックピロー、
ランバーサポート付属●推奨耐荷重：120㎏●約
1265〜1330×670×565mm●購入時要申請書
※生協店舗または研究室への配送となります。
個人宅への配送はできません。

注文番号
S003

Precision 7820 Tower

税込組価

純白のホワイトレザーで個性を演出
デザインと機能性を極限まで追求します

無線LAN（11ax）

注文番号
80610732

DELL

HL-L2375DW

●夏場はベタつかず冬場もひんやりしない高耐久ファブリック
張り●座面横幅は最大55cm、両サイドの盛り上がりもおさえた
フラットなデザイン●アームレストは上下/前後に調節可能●最
大135°
リクライニング●最大14°
のロッキング機構（座面・背も
たれシンクロ可動）●ガスシリンダー●ネックピロー、
ランバー
サ ポ ート 付 属 ● 推 奨 耐 荷 重：1 2 5 ㎏ ● 約 1 2 4 0 〜
1330×670×560mm●購入時要申請書
※生協店舗または研究室への配送となります。個人宅への配送
はできません。

●Windows 10 Pro●GeForce GTX 1660SUPER（6GB）●USB 3.1×1、USB3.1Type-C×1、USB 3.0×6、
DisplayPort×3、HDMI×1●W190×D490×H410mm●3年間ピックアップ修理保証＋安心パックサービス

最新のグラフィックボードを搭載！
リアルタイム レイ トレーシングにも対応
よりリアルな描写を実現します

ブラザー

（本体価格27,091円／消費税2,709.1円）

Z5-i9-Z490-CPSC

（本体価格180,909円／
消費税18,091.0円）

無線LAN
（11b/g/n）

ゲーミングチェアブランドが手掛ける
テレワークにも快適なエントリーモデル

税込組価

第10世代CPU＆グラフィックボード搭載
クリエイティブワークを快適にするデスクトップ
Core i9-10900K
（3.70GHz）

Mac

有線LAN
（100BASE-TX）

●プリント速度（モノクロA4片面）約34枚/分●はがき〜A4サイズ対応●自動両面プリント●
標準用紙トレイ250枚●手差しトレイ●分離型トナーカートリッジ●印刷部寿命約5万枚/5年間
●W356×D360×H183mm
（突起部を除く）●約7.2kg（消耗品含む）
●対応OS：Windows 10・8/8.1・7 SP1・Server 2016/2012/2012 R2・Server
2008/2008 R2、macOS v10.10.5〜

税込組価

17Z995-GP52J

（本体価格 180,728円／消費税 18,072.8円）

Core i5-8265U
（1.6GHz/6MB）

Core i5-10210U
（1.60GHz）

LG

●Windows 10 Pro●USB3.1×1、USB3.1 Type-C×1、USB3.0×1、USB2.0×1●SDカードス
ロット●webカメラ●駆動時間：約8.0時間●2年間無償出張修理、3年間部品保証●約2.2kg

13.3型フルHD
（1920×1080）

199,000円

※モニタ別売（キーボード、
マウス付き）

大画面液晶に豊富な端子類も実装
長時間駆動、
軽量、
頑丈、
高性能のLG gram

すべてを軽くする
HP Elite Dragonfly
こだわりの東京生産と
安心の日本サポート

が必要な作業におすすめします。

VGA/DP/HDMI

（本体価格10,500円／消費税1,050.0円）

LAVIE Direct DT

選択肢がひろがります。

税込組価

23.8

Mac

注文番号
80569900

HDD 1TB

●Windows 10 Pro●USB 3.1（Type-A）
×2、USB 3.0×2、USB 3.0（Type-C）
×1、USB 2.0×4、DisplayPort×2、
ミニD-sub15×1、
シ
リアルD-sub9×1●SDカードスロット●W89×D291×H340mm●3年保証

注文番号
80516782

内蔵メモリを16GBに拡張したモデルや大画

2J751PA-AAAA

Win

NEC

クリエイティブな作業に適した
sRGB100%液晶パネル搭載

コース

Elite Dragonﬂy

（本体価格29,819円／消費税2,981.9円）

文書の出力にはレーザープリンター！
デスクサイドにピッタリサイズの
コンパクトモノクロプリンター

USB2.0

20 万円

日本HP

32,800円

PC-GD306ZZLEカスタマイズ

●Windows 10 Pro●USB3.1×2、USB3.0×4、USB2.0×3、DVI-D×1、VGA×1、HDMI×1
●W98×D395.5×H357mm●3年間出張修理

注文番号
80604410

EV2360-BK

●IPSテクノロジー●表示色：約1677万色●輝度：250cd/㎡●コントラスト比1000:1●視野
角：上下左右178°
●応答速度5ms（GTG）●USB2.0ハブ×4●2W×2スピーカー●ピボット
昇降スタンド
（右90度回転）●付属ケーブル：VGAケーブル、DisplayPortケーブル、HDMI
ケーブル●W540×H483×D202mm●5年保証

USB2.0

幅約98mmのスリムなサイズ
設置場所に合わせて横置きも可能

EIZO

税込組価

DELL

99,900円

ProBook 650 G5

メモリ4GB
（4GBx1/空1/
最大32GB）

注文番号
80494400

税込組価

日本HP

Corei5-9500
（3.0GHz）

VGA/DP/HDMI

5年間フル保証
ピボット昇降スタンド付き
23.8型モニター
23.8型フルHD
（1920×1080）

薄く、
頑丈でスタイリッシュなデザイン
DVDライターやVGAポートも装備

22.5

●IPSパネル（アンチグレア）●表示色：約1677万色●輝度：250cd/㎡●コントラスト比
1000:1●視野角：上下左右178°
●応答速度5ms（中間階調域）●USB3.1ハブ×2●1.0W＋
1.0Wスピーカー●調整幅の広いスタンド
（左右縦回転）●付属ケーブル：DisplayPortケーブ
ル、HDMIケーブル●W499×D233×H333.9〜473.9 mm●5年保証

税込組価

Dynabook

25,000円

（本体価格22,728円／消費税2,272.8円）

16:10の画面比率だから
縦に広いのにコンパクト！
安心と信頼のある、
目に優しいEIZOのモニター
注文番号
80516539

SSD 256GB

税込組価

●マルチタッチ非対応、光沢なし●輝度最大220cd/㎡●応答速度約30ms（黒→白→黒）●視
野角：上下左右170°
●コントラスト800:1●入力端子：USB Type-C×2、
ミニHDMI●スタン
ド機能付きカバー、USB Type-C to USB Type-Aケーブル、USB Type-Cケーブル、HDMI
to Mini HDMIケーブル、ACアダプタ付属●本体630g

22.5型WUXGA
（1920×1020）

有線LAN
無線LAN
（1000BASE-T） （11ax+a/b/g/n/ac）

注文番号
80567937

税込組価

DELL

Core i5-8265U
（1.6GHz）

630g

MC09004663

オンライン授業や会議にも
15.6型フルHDの大画面ノート

メモリ8GB
（8GB×1/空1/
最大32GB）

ミニHDMI

LD16W61

台数
限定

A6S7FSF2DS11 Clear SuperView 液晶（光沢液晶）
（本体価格90,819円／
消費税9,081.9円）

USB Type-C

エプソン

S73シリーズ

7CZ50AV-AOCZ

15.6インチ
（1920×1080）

注文番号
80630129

Dynabook

ProBook 430 G7

ポートなど各種インターフェースも充実した、
使

メモリ8GB
（8GB×1/空1/
最大16GB）

有線LAN
無線LAN
（1000BASE-T） （11ax+a/b/g/n/ac）

注文番号
80651094

日本HP

セッサー）
を搭載し、USBやディスプレイ接続

Core i5-10210U
（1.6GHz）

SSD 256GB

注文番号
80610947

大学生協がおすすめする税込10万円以内のパ

3年間お預り修理付モデル
コストパフォーマンスに優れた
モバイルディスプレイ

第10世代CPU搭載
13.3型のスタンダード設計

299,900円

（本体価格272,637円／消費税27,263.7円）
●Windows 10 Pro●NVIDIA Quadro T2000●USB
Type-C×3、HDMI変換アダプタ付属●Bluetoot 5.1●Webカ
メラ●バッテリー駆動時間：最大12.5時間●2年間翌営業日出張
修理●約1.84kg ※メモリの増設はCTO（大学生協カスタマイ
ズPC）へのお申込みのみで対応

EPIC Premium White

組立式

NBL-PU-WHT-002

DELL

Precision 5550

noblechairs

税込組価

53,800円

（本体価格48,909円／
消費税4,891.0円）

●EPICシリーズにホワイトレザーを使用、デスク周りをすべて白のアイ
テムで統一できます●座面と背もたれのダイヤモンド型のステッチが熱
のこもりやすい箇所のムレを防ぎます●座面横幅最大56cmのゆったり
デザイン●アームレストは上下/前後/左右/斜めに調節可能●最大135°
リクライニング●最大11°
のロッキング機構（座面・背もたれシンクロ可
動）●ガスシリンダー●静音キャニスター●ネックピロー、ランバーサ
ポート付属●推奨耐荷重：120㎏●約1265〜1330×670×565mm●
購入時要申請書
※生協店舗または研究室への配送となります。
個人宅への配送はできません。

あったらイイな! 便利グッズ
プラスアルファで配信の視聴やオンライン授業も快適！

2021年度新入生向けパソコンに対応する液晶保護フィルムもおすすめです！
iPhoneから
テレビへ投影

iPhoneの画面をテレビに映す。
オンライン授業も見やすくなります。

※下記の接続では、家庭用テレビにHDMI端子が必要です
※iPhoneは大学生協での取り扱いはありません

Lightning‑Digital AV
アダプタを使用する

Apple TVを使用する
MacやiPadでも接続可能！
iPhone

iPhone

Apple TV

HDMIケーブル

HDMIケーブル

家庭用テレビ

Apple

Apple TV 4K
注文番号
80186510

注文番号
80450604

64GB
（MP7P2J/A）

税込組価

23,980円
21,780円

StarTech.com

4K/60Hz対応
ハイスピードHDMIケーブル

（本体価格19,800円／消費税1,980.0円）

注文番号
80653277

Apple TV HD 32GB（MR912J/A）

注文番号
80653234

17,380円

（本体価格15,800円／
消費税1,580.0円）

Android
Windowsから

AndroidスマホやSurface、
Windowsパソコンから投影。

1,600円

（本体価格1,455円／
消費税145.5円）

プレミアム
タイプ

RHDMM2MP（2m）

税込組価

●90日間の無償電話サポート、1年間のハードウェア製品限定保証●Apple TV HD、Siri
Remote、電源コード、Lightning-USBケーブル付属 ※Apple TV HDの利用には別売りの
HDMIケーブルとHDテレビ、
ブロードバンドのインターネット接続が必要です

高耐久

RHDMM1MP（1m）

税込組価

Apple

税込組価

6,380円

税込組価

（本体価格5,800円／消費税580.0円）

●90日間の無償電話サポート、1年間のハードウェア製品限定保証●Apple TV 4K、Siri
Remote、電源コード、Lightning-USBケーブル付属（HDMIケーブル別売り）※Apple TV 4Kの利
用には別売りのHDストリーミング用のHDMIケーブル、
または4K HDRストリーミング用のDolby
Vision対応HDMIケーブル、HD対応以上のテレビ、
ブロードバンドのインターネット接続が必要です
注文番号
80186534

Lightning ‑Digital AVアダプタ

●HDMIケーブル別売

32GB
（MQD22J/A）

税込組価

家庭用テレビ

Apple

（MD826AM/A）

（本体価格21,800円／消費税2,180.0円）

注文番号
80186527

Lightning‑Digital AVアダプタ

2,100円

（本体価格1,909円／
消費税191.0円）

●HDMI 2.0仕様に準拠し、4K/60Hzの解像度と18Gbpsの帯域をサポート●高耐久アラミ
ド繊維で補強・伸張に強い柔軟性を備え、1万回の180°
折り曲げ試験合格●ケーブル挿抜時
に負荷のかかる頻繁に抜き差しする用途に最適

リングライト

オンライン会議やライブ配信時により明るく！
明るい表情が伝わりやすさを助けます

INOVA

注文番号
80652831

LEDリングライト

商品詳細は
こちらもご覧ください

3R-LRL01

税込組価
❶ 本製品をテレビやモニターの
HDMIとUSB-Aに接続

❷ デバイス側の【接続】設定画面から
「Display Adapter」
を選択

パソコンやスマホの画面をワイヤレスで
4K対応テレビやモニターに大画面共有
4K対応

（本体価格4,909円／
消費税491.0円）

●明るさ10段階調整●3パターンLEDライト色切替●ライト回転300°
●スマホホルダー付き
（対応スマホ幅60〜80mm）●USB給電対応、
コン セ ントが な い 場 所 で も 使 用 可 能 ● 給 電 用 U S B ケ ー ブ ル
（180cm）、滑り止め付き三脚同梱●約570×300×53mm●約658g

保護フィルム

Surface Pro
対応

マイクロソフト

注文番号
80647561

4K Wireless Display Adapter
UTH-00036

8,990円

税込組価

（本体価格8,173円／消費税817.3円）

●Wi-Fiやアプリは不要！簡単に大画面モニターへ複製/拡張が可能です●接続端子：
HDMI×1、USB×1（給電用）●約65g●保証1年●対応デバイス：Miracast対応の
Windows 10 デバイス、Android デバイス

お見積りやご注文は

大学生協店舗へ

掲載商品の
ご購入上の
注意について

自由に曲がるスマホホルダー

ボールジョイント式のホルダーで
縦に横になめらかに稼働できます

ノートPCの画面を守る保護フィルム

抗菌加工により
雑菌の繁殖を抑えます

Miracast

注文番号
80617670

税込組価

5,400円

ブルーライトを
大幅にカットします
13.3型ワイド
（16:9）対応

エレコム

TB-MSP7FLHYA

2,728円

（本体価格2,480円／消費税248.0円）

●フィルムを貼り付けたままでタッチパネルの操作が可能●抗
菌・抗ウイルス仕様●指紋が目立ちにくい●貼り直しができる●
安心の日本製●Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface
Pro 6、
Surface Pro 第5世代、
Surface Pro 4対応

注文番号
80647578

税込組価

エレコム

EF-FL133W2BL

4,484円

（本体価格4,077円／消費税407.7円）

●フィルムを貼り付けたままでタッチパネルの操作が可能●ブ
ルーライトカット率42%●UVカット率99.6％●高透過率
92％●反射防止機能●安心の日本製●dynabook VCX
他、
13.3インチワイドディスプレイ
（16:9）
対応

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。

