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PC・教科書・教材ガイドPC・教科書・教材ガイド

勉学に必要な PC、教科書、教材の案内です。
保護者の方とご一緒にご覧ください。

2021 年度　新入生の皆様へ

対面授業にも遠隔授業にも最適な 2-in-1 パソコン《Surface Pro7+》
レポート・論文はパソコンで、講義ノートはタブレットで、遠隔授業は高画質 HD カメラでクッキリ !

大学生活で新たに Wi-Fi 利用をご検討中のみなさまへ。
マンションの無線 LAN が遅い、家族共有のギガを遠慮しながら使う、そんなあなたの強い味方 !

パソコン

教科書

英語教材 電子辞書と TOEIC 教材をご案内します。
英語のスキルアップや留学を考えている方は計画的に学習スケジュールを立てておくとよいでしょう。

WiFi ﾙｰﾀｰ

教科書は web で注文、生協で受け取り、支払いはキャンパスマネー
学部・学科、履修科目によって使用する教科書も価格も異なります。まずは教科書リストの入手から。

札幌学院大学生活協同組合　TEL 011-386-6536

(P.2-10)

(P.12-13)

(P.14-15)

(P.11)
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札幌学院大学生協
推奨パソコン ■教育機関向けモデル（大学生協限定）

「教育機関向けモデル」とは大学によって異なる「学び」の環境に合わせ、周辺機
器や初期設定、講習会などを組合せた大学生協限定のパソコンです。

Microsoft Surface Pro7+

パソコン編

Surface Pro7+ 教育機関向けモデル
2021 年 1 月に Microsoft 社より発表された最新モデルをベース
として Surface ペン、タイプカバーをセットとし、オプションで
4 年間保証その他をご用意したモデルです。

▶︎ Surface Pro7+
　本体 : Surface Pro7+
　OS : Windows10 Pro
　CPU : デュアルコア第 11 世代 Intel Core i3
　メモリ : 8GB
   Office : 非搭載（大学から無償提供）
　保証 : メーカー 4 年保証（安心セット）

Surface Pro7+ は 2021 年 1 月に発表された最新モデルです。

第 11 世代インテ
ルR CoreTM プロ
セッサで処理速
度が 2.1 倍に

バッテリー駆動時
間がより長くな
り、最大 15 時間

リムーバブルSSD
によるデータ セ
キュリティ

HD カメラとデュ
アルマイクでいつ
でもどこでもつな
がりを維持

プラス
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ノートパソコンにもタブレットにもなり軽く、薄く、どこ
へでも持ち運びできる大学生にピッタリのパソコンです。

学内システムからダウンロードした資料に
ペンを使って直接書き込み、そのまま保存

遠隔授業も対面授業も、
なんでもこなせる驚きのパフォーマンス

札幌学院大学には様々な場所にフリースペースが設けられています。before コロナの頃はランチを食べたり、
カードゲームに興ずる学生の姿が目立ちましたが、with コロナにおいては遠隔授業の課題に取り組む学生で
いっぱいになりました。その多くはスマホで Live 配信を見ながら Surface でレポートに向かうスタイルでした。
after コロナにおいても遠隔授業は継続される見通しの今、これからパソコンを購入予定の方には、持ち運びが
楽でどこででも使える Surface Pro7+ をオススメします。

札幌学院大学では教科書よりもプリントを使用する講義が比較的多く、コロナ禍以前であれば講
義で配布されていたプリントも、with コロナにおいては「Moodle」（大学の web システム）か
らダウンロードするよう指示されています。Surface Pro7+ ならダウンロードした講義プリント
にそのままペンで書き込んだり、OneNote で保存したりすることが出来ます。

大学で行われる講義は黒板の板書、PowerPoint を使ったプレゼンスタイルの他に、数名の受
講者によるグループワークがあります。OneNote を使って 1 つの課題をグループ全員で共有
すれば効率のよいグループワークが可能になります。

OneNote を使ったグループワークも
ワンドライブで共有して効率よく行えます

別冊の「Surface のある風景」はキャンパスライフ
の 1 シーンを切り取った青春ラブコメ風マンガです。
札幌学院の学生を主人公に、コラボレーションセンター、語学留学、TOEIC、情報ポータルなど、札
幌学院大学の特徴的な環境や情報を散りばめたストーリーです。

札幌学院大学で行われている講義は、①録画した映像を見て授業を受けるオンデマンド型授業、②
配信時間が決められている Live 配信型授業、③ Web 会議システムを利用した双方向性授業、④教
室で板書をとる対面授業の 4 種類があります。一日の中に①〜④の授業形態が混在しても、持ち運
びが自由な Surface Pro7+ は全ての授業で驚きのパフォーマンスを見せてくれることでしょう。
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【パソコンにペンて必要 ?】
Surface ペンの機能は「文字を書く」「絵を描く」だけではありません。
ペンの頭とグリップ部分にはボタンがついており 1 クリック、2 クリッ
ク、長押し等で様々なショートカットを設定できます。

【箱から出したらすぐに使えます】
Surface Pro7+ の Windows 設定、学内 LAN への接続、大学ライセン
スの Office365 ProPlus 認証、その他アプリのインストール等を済ま
せた状態でお渡しします（詳しくは P.5 をご覧ください）。

パソコン編

入学するときに生協パソコンを購入しました。
パソコン初心者だったのでサポートしてくれる
人が学内にいるというのが決め手でしたね。
講義では OneNote でノートをとっています。
曜日別にセクションをつくり科目ごとのページ
で管理しています。大学の講義はプリントが多
く、正直、プリントの管理が下手な私は、色々
な講義プリントをごちゃまぜにしてクリアファ
イルに入れていました。試験の前はどのプリン
トがいつの講義だったのか整理するところから

始まり（汗）それが理由で OneNote を使い始
めました。
講義以外では、軽音サークルに入っているので、
LIVE の案内とかを作ったり、SNS や Youtube
で楽しんでいます。パソコンにこだわりはあり
ませんでしたが 4 年保証が選べたり、修理の
窓口が学内にあるのは便利です。
去年から新入生サポーターの活動も始めたので
自分でももっと Surface を使いこなせるよう
研究してます。

心理学部　臨床心理学科

渡辺 真奈美 さん

先輩学生のオススメポイント

大学の「学び」に必要なモノをセットにしました。
Surface Pro7+ という最新モデルに以下のモノとサービスをセットにしました。

■勉学研究だけでなく SNS も趣味もこれ 1 台で満足
プラス

Surface Pro7+ 教育機関  モデル
4年間

Windows 10 Pro を搭載×○ 【Windows セキュリティ】
Windows 10 には、ユーザー ID やデバイス、情報を保護する包括的な
ソリューションが実装されています。
セキュリティや生産性、ID やデバイスの管理機能が内蔵されています。

Surface ペンがセット

セットアップサービス

Office365 ProPlus 非搭載モデル
【Office365 ProPlus は大学ライセンス（無償）を使う】
Office365 ProPlus（サブスクリプション）は、通常1年間で12,984円（4
年間で 51,936 円）ですが、在学中は無償でご利用になれます。

（※大学ライセンスは認証作業が必要です。生協で販売するモデルは認証作業も済ませてお渡しします。）

向
け
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※ Surface 基本セット付帯のサービスです
◆事前セットアップサービス

万が一、入学後すぐに遠隔授業が開始されたとしてもすぐに授業が
受けられるように Windows 設定も学内 LAN 設定も Office365 
ProPlus もセットアップしてお渡しします。

◆ Surface 基本セット
SurfacePro7+（SurfacePro7+ 本体 & タイプカバー & Surface ペン）

【セットアップサービス付き】

SurfacePro 用
タイプカバー（黒）
タイプカバーを標準で
セットしています。色は
ブラックのみとなりま
す。他の色との交換・変
更はできません。

Surface ペン
高精度のペン先、トップ
に消しゴムを搭載してお
り、普通のペンのように
直感的に文字やイラスト
を書くことができます。

セットアップ
　　　サービス
Windows 設 定 ／ 学 内
LAN 接続／遠隔授業に
必要なソフトのインス
トール〜認証OS Windows10 Pro

CPU デュアルコア第11世代 Intel Core i3-1115G4プロセッサ

メモリ 8GB

ストレージ 128GB SSD

ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ・ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ Intel
@ UHD Graphics (i3)

無線LAN Wi-Fi6 : 802.11ax

バッテリー駆動時間 最大15時間の動画再生

画面サイズ 12.3インチ PixelSenseディスプレイ（2736×1824）

本体重量 タブレット部　約770g（合計1.1kg）

附属品 Surface Proタイプカバー（ブラック)、Surfaceペン（シルバー）

■ with/after コロナの遠隔授業に適応

税込141,650円

※画像のカラーは実際の商品とは異なる場合があります。　※タイプカバーはブラックになります。

Login
・・・・・

【Windows 設定】
Windows を起動させるためのログイン ID を設定します（パスワードは未設定でお渡
ししますので必要に応じてご自分で設定することをオススメします）。

【学内 LAN 接続】
Surface を学内 LAN に接続するための設定を行います。

【遠隔授業に必要なソフトのインストール〜認証】
大学から提供される Office365 ProPlus の認証作業の他、Google Chrome、Adobe 
Reader、ZOOM をインストールし、遠隔授業に対応できるようセットアップします。

4 月時点における新型コロナ感染症の収束状況が不明
なことから、商品はご自宅配送とさせていただきます。

送料
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しし

卒業まで安心してお使いいただくための保証です。
Surface Pro7+ 購入時に一緒にお申し込みいただく保証サービスとなります。

落下による    ディスプレイ割れや水濡れによる故障にも対応します

キャンパスライフで起こりがちな故障

■多くの先輩学生が生協でパソコンを購入した理由がコレ !

パソコン編

コロナ禍により大学生のパソコン保有率は格段に上昇しました。これまではレボート
作成や対面授業での使用が主でしたが、遠隔授業の課題はパソコンなしではクリア出
来ません。空きコマを使って課題をこなすため、大学にパソコンを持参する学生にとっ
て 4 年間の保証は安心して持ち運ぶためのリスクコントロールとなるでしょう。

Surface 4 年間保証
4 年間動産保証

※大学生がついついやってしまうパソコン破損 BEST3

【Microsoft Complete 大学生協】

自損事故にも対応する動産
保証で 4 年間安心。

在学年数

通常利用時での故障

水濡れ・落下・液晶割れ・過
充電など自己過失による故障

メーカー
標準保証

【Microsoft Complete 大学生協】による保証
※最大 2 回までの無償交換

【Microsoft Complete 大学生協】による保証
※何度でも無償交換

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目

Surface 安心セットの保証Surface 基本セット
の保証

在学期間中の安心保証
【Microsoft Complete 大学生協】

故
障
の
原
因

※水濡れ・落下・液晶割れ・過充電などによる交換は 3 回目以降は有償となります（交換費用 :51.599 円　2019/9/26 現在）
※タイプカバー、Surface ペンは 1 年間のメーカー標準保証となります。

4年間
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修理中は貸出用のパソコンを無料でお貸しします
「提出間近のレポートがある」、「講義でプレゼンをすることになっている」
そんなときも安心 ! トラブルの際には生協旅行サービス店（江別キャンパス）
にお持ちください。一旦お預かりして、故障かどうか確認します。知らず知ら
ず設定を変更していた、などの場合は修理交換には出さず、元に戻して返却し
ます。修理交換が必要な場合も修理中は貸出用のパソコンを無料でお貸ししま
す。

◆ Surface 安心セット

SurfacePro 用
タイプカバー（黒）
タイプカバーを標準で
セットしています。色は
ブラックのみとなりま
す。他の色との交換・変
更はできません。

Surface ペン
高精度のペン先、トップに消し
ゴムを搭載しており、普通のペ
ンのように直感的に文字やイラ
ストを書くことができます。

税込162,000円

サポート窓口は生協旅行サービス店
基本、Surface Pro7+ の故障は Microsoft サポートセンターでの対応となるため、ご自身
で電話し、故障の説明を行うことになります。Microsoft アカウントやクレジットカードの
登録があるので、ある程度の予備知識も必要になります。また、Surface Pro7+ は「修理」
ではなく「交換」となるため、梱包や発送も自分で行うことになります。
生協ではそのような煩わしい手間を省くため 4 年間の延長保証をオススメしています。故障
かそうでないかの診断も含め、生協のカウンターにお持ちいただければ全てこちらで対応し
ます。（※「Surface 安心セット」をお求めの方のみのサービスとなります）

4 年間動産保証
在学中安心してお使いい
ただくため 4 年間の動
産保証をおつけしまし
た。修理窓口も学内にあ
るため手間暇がとられま
せん。

Microsoft のサポートセンターに電話する必要はありません

（Surface 基本セット＋ Surface4 年保証）

※水濡れ・落下・液晶割れ・過充電などによる交換は 3 回目以降は有償となります（交換費用 :51.599 円　2019/9/26 現在）
※タイプカバー、Surface ペンは 1 年間のメーカー標準保証となります。

4年間※画像のカラーは実際の商品とは異なる場合があります。　　※タイプカバーはブラックになります。

OS Windows10 Pro

CPU デュアルコア第11世代 Intel Core i3-1115G4プロセッサ

メモリ 8GB

ストレージ 128GB SSD

ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ・ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ Intel
@ UHD Graphics (i3)

無線LAN Wi-Fi6 : 802.11ax

バッテリー駆動時間 最大15時間の動画再生

画面サイズ 12.3インチ PixelSenseディスプレイ（2736×1824）

本体重量 タブレット部　約770g（合計1.1kg）

附属品 Surface Proタイプカバー（ブラック)、Surfaceペン（シルバー）

送料

4 月時点における新型コロナ感染症の収束状況が不明
なことから、商品はご自宅配送とさせていただきます。

セットアップ
　　　サービス
Windows 設 定 ／ 学 内
LAN 接続／遠隔授業に
必要なソフトのインス
トール〜認証
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遠隔授業は主にパソコンを利用します。Windows の基礎からペ
ンの活用術まで Surface Pro7+ の魅力をオンラインで学びます。
オンライン

Surface ワークショップ
オンライン

Surface ワークショップとは
Surface Pro7+ をより使いこなすための講習会です。コロナ以前にお
いては実際に大学の教室を使用し、自分の手でセットアップを行うと
ころからワークショップまで、先輩学生のサポートを受けながら開催
していました。with コロナの現在はオンラインで開催します。

開催日時 : 4 月 10 日土 13:00 〜 15:00
　　　　　4 月 11 日日 10:30 〜 12:30

Surface ワークショップではこんなことを行います。

【パソコン活用の基礎の基礎】
Lesson

1
Windows 初めの一歩

パスワード設定、フォルダ作成、よく使うアイコン、アプリケーションはどこにある ?

【Surface ペン超活用術】
なるほど ! これは便利だ

付属の Surface ペンは文字や絵を書く（描く）だけではありません。マウス代わりに使用したり、
TOP ボタンの設定でプレゼンのリモコンとして使うこともできるなど、大学のあらゆる授業やゼ
ミで抜群のパフォーマンスを発揮します。Lesson2 では Surface ペンのペアリングから始めます。

Lesson
2

パソコン・オプション編

スマホの普及によりパソコンを使えない大学生が増加しているというデータがあります。確かに、その気にな
ればレポート、論文もフリック入力で作れるかもしれません。検索もスマホの方がはるかに手軽で便利です。
ですが卒業して社会人になった後、それでは通用しません。作成した文書はフォルダに分けて保存し、すぐに
アクセスできるよう管理するのが重要です。書類を探すだけで 10 分、20 分もかけているようならあなたの
評価は下がる一方でしょう。基礎中の基礎のように思われるかもしれませんが、フォルダの作り方や考え方を
知らない大学生は意外と多いのです。よく使うアプリケーション、設定を変更する際のアイコンはどこを見た
ら分かるのか、など本ワークショップではパソコン活用の第一歩から始めます。

ノートパソコンと Surface Pro7+ の決定的な違いはペンとその形状です。パソコンにペンて要らなくな
い ? そんな声が聞こえてきそうですが、Surface ペンがあればどんな授業も効率よく受講することが可能
です。たとえば講義で配布されるプリント。紙なら直接文字を書いたりマーカーで線を引くことは簡単で
すが、遠隔授業ではプリントは配布されません。PDF のダウンロードになります。Surface ペンを使え
ば画面上の PDF に直接書き込んで保存することが可能です。書き込む際にもキックスタンドを好みの角
度に変更したりタブレットモードにすることで紙に書くのと同じ感覚で作業ができます。Surface Pto7+
は大学生の学びのシーンを研究し、あらゆるニードにマッチさせた 2-in1 パソコンです。

オンライン

お申込の際にど
ちらかをお選び
いただきます。
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Lesson
3 【1 週間の講義ノートはまるごと OneNote で】

① PDF を貼り① PDF を貼り②②ペンで書きペンで書き③③板書を撮影し④講義を録音する板書を撮影し④講義を録音する

Lesson
4 【iPhone も Android もつながります】

リモート時代の大学講義は時間も場所も端末も選びません。リモート時代の大学講義は時間も場所も端末も選びません。

税込7,980円

Moodle から講義資料をダウ
ンロードして OneNote に貼
り付ける。

Surface ペンを使って重要な箇所にマーカーを引け
ます。色も太さも変えられて、手書きのようななめ
らかさ。

重要なワードをインター
ネットで調べたら、それを
切り抜いて直接貼り付けら
れます。

録音機能を使えば講義をまる
まる録音できます。録音中に
書き込んだ文字や線、キー
ボードで入力したテキストな
どが先生の声とリンクしま
す。たとえば「テストに出る」
の文字をクリックすると、そ
のときに先生が何を喋ったの
かを聞き返せるわけです。

Surface ペンを使って文字を書き込
んだり、キーボードでテキストを入
力することもできます。

※図は実際の Surface 画面をキャプチャし
たもので、マーカーや手書き文字は実際に
Surface に書き込んだものです。

◆ Surface ワークショップ

セット価格
（講習会のみのお申込みはできません）

「オンライン Surface ワークショップ」はスマホ（ZOOM アプリ
使用）で Surface の使い方を学びながら、実際の作業を行うワー
クショップです。受講にはネットワーク環境が必要となりますが
Surface 自体はオフラインで作業します。パソコンに不慣れな初
心者向けのワークショップです。

スマホとの連携
Surface Pro7+ で設定したマイクロソフト・アカウントを使えば、スマホにインストールし
た OneDrive アプリを使って Office データを同期させることが出来ます。Surface で作成し
たレポートを移動中の電車やバスの中、バイトの休憩時間を使って手直しすることが出来ま
す。もちろんデータはクラウド上で保存してあるので場所を選ばず作業が可能です。時間を
有効に使って単位を取得するのがイマドキの大学生です。もちろん写真データや音楽ファイ
ルも同期できます。

（※スマホアプリの Office365 はアンドロイドても iPhone でも使用可能です。）

オンライン
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2.7型ＴＦＴ
有り
Ｌ判〜Ａ４
最⼤100枚／最⼤50枚
有り 最⼤20枚
カラーインクジェット
4⾊独⽴インク
400×341×172mm
有り

プリンター 最⼤6000×1200dpi
コピー 最⼤1200×1200dpi
スキャナー 最⼤1200dpi×2400dpi
有線ＬＡＮ 無し
無線ＬＡＮ 有り IEEE802.11b/g/n

1年間メーカー保証
（※修理時の送料4年間無料）

液晶ディスプレイ
タッチパネル
記録紙サイズ

解像度

ネットワーク

インク

給紙トレイ／排紙トレイ容量
ADF  ⾃動原稿送り装置 
記録⽅式

外⼨
⾃動両⾯プリント

保証

ダウンロードしたPDFを印刷して学習する「"紙"派」
の方にはプリンターをオススメします。

プリンターも大学生の必需品

　　　　　 DCP-J981N
大学生協特別モデル

プリントもコピーもスキャンもこれ 1 台におまかせ

Surface Pro7+ にダウンロードして OneNote で使う
かプリントアウトしてファイルに綴るかは人それぞれ

パソコン・オプション編

税込9,980円

セット割引価格
（プリンター単体では購入できません）

　コロナ禍以前の授業では教室でプリントが配ら
れていましたし、Surface のようにパソコンに
取り込んで専用ペンで書きこむ人であればプリン
ターはそんなに必要ないんじゃないかと思いま
す。データをUSBで持ち運べば大学のプリンター
もありますしね。
　でも今年は感染防止のため大学が立入禁止に
なってましたからプリントが配られることもな
く、自分でダウンロードするしかなかったし、僕
は Surface 持ってなかったので、家のプリンター
で印刷して勉強してましたよ。家のプリンターは

複合機じゃありませんでしたが、これから買うな
ら複合機がいいと思います。データで持っていな
い資料なんかはスキャナーで取り込むのが便利で
すし、僕はサークルに所属しているので「新入生
歓迎冊子」なんかを作ったりするときに手書きの
イラストをスキャンできるのでオリジナルの冊子
が作れたりします。あと、僕は家族と一緒に暮ら
しているのでスマホは「家族割」です。高校生の
弟がゲームにはまっているので知らないうちに速
度制限になっていることがあり、たまに兄弟ゲン
カになります（笑）自分専用の WiFi が欲しい〜。

人文部　人間科学科

吉田 脩人 くん

先輩学生のオススメポイント

◆ プリンター複合機

メーカーからの直送商品になります。
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4,000円/月（税込）

大学生活で新たにWi-Fi利用をご検討中の皆様へ

docomoもauもSoftBankも海外も
すべてつながるモバイルルーター

届いたらすぐ使える

100GB/月

携帯もおトクに使いたい
大手キャリアの携帯だと本体代金なども含めると毎月8,000～
10,000円程度かかります。
携帯もまとめてWi-Fi接続しておけば携帯のデータプランは最安に
しておくことができます！

一人暮らしでネットが必要！
4月からいよいよ新生活。お部屋も決めて家具もそ
ろえて…あとはインターネット。
固定回線の契約って難しそう…回線工事にも立会
わないといけないみたい

対面授業とオンライン
授業のバランス

履修の仕方によっては対面授業もオンライン授
業もこなさないといけないことも…家に帰って
いたら間に合わない！！！そんな時に…

Cloud Air Wi-Fiモモババイイルルルルーータターー
生生協協限限定定モモデデルル

裏面も
ご確認ください

eSIMとは端末本体に直接組み込まれているプログラム可能なSIMカードの一種です。

eSIMでつながる

たっぷり
使えて

G4北海道版

モバイルルーターご利用にあたり

●解約・違約金に関して
本サービスは開通月を1ヶ月目とし、25ヶ月のサービスとなります。（例：2021年4月ご利用開始の場合、2023年4月までが最低利用期間
となります。）途中解約に関しては12ヶ月目以内の解約は25,000円（端末代含・税抜）、13ヶ月目～24ヶ月目以内の解約は9,500円
（税抜）が発生いたします。それ以降はいつご解約されても解除料金は発生いたしません。（大学生協特別特典）（例：2021年4月ご
利用開始の場合、2023年4月以降は解除料金がかかりません。）

●契約者名義及び支払方法
契約者は成人の方に限ります。申込者が未成年の場合、契約者は親権者となります。月額料金のお支払いは親権者様名義のクレジット
カード払いのみとなります。（対応カード会社：VISA・Master・JCB・アメックス・ダイナース）

モバイルルーターお申込み方法

サービス・契約に関するお問い合わせ
株式会社トレミール TREモバイルパックサポートセンター 0120-434-408 Email：info@tremobile.jp
営業時間 10:00～18:00（土日祝・年末年始除く）

記載の内容は、2020/11/1現在の情報です。予告なく変更する場合がございます。
TREモバイル会員規約及び故障安心サービス規約はhttps://trepp.jp/user_data/terms.phpをご参照ください。

●本サービスは株式会社トレミールが提供する高速ワイヤレスインターネット通信サービスとなります。株式会社トレミールが提供する通信サービスは他社サービス
の通信品質に違いはございません。
●表記の通信速度はシステム上の最大速度となります。通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況により変化する場合がございます。
●記載の金額は表記のない限り消費税込み利用料金はすべて消費税率を10％として消費税を計算しておりますが、ご請求はご利用時に有効な消費税率に
より計算した消費税額をご請求いたします。
●月の途中でのご加入の場合、月額料金は日割り計算されません。
●返品及びキャンセルは一切お受けできませんのでお申込みの際、サービス内容などご確認の上お申込みください。
●お申込みから機器のお届けまで日数がかかりますのでお早めにお申込みをお願いいたします。特に3月下旬はお申込みが集中し、お届け日のご希望に添えな
い場合がございますのでご注意ください。

1日の単位は日本時間を基準とします。また月額プランは同月内に25日以上海外通信が確認できた時点で自動適用となります。
現地の通信状況によってつながりずらい・通信速度が遅い場合がございます。

●商品スペック及び同梱物

●故障安心サービス（任意）について
本サービスに加入すると端末本体の修理が必要となった場合、それに係る費用が免除もしくは割引にてご利用いただけます。加入は契約時
のみとし、途中加入はできません。また、月途中の解除も申し出があった場合、日割り計算はできません。

▶スマホ・PCから直接お申込みください
URL（ https://trepp.jp/products/detail20.html ）または右記のQRコードから
直接お申込みください。お申込みにあたり契約者名義のクレジットカード及びお届け先入力が必要です。
あらかじめご確認の上アクセスしてください。

●ご利用料金

●月間通信制限
月間100GBまでご利用いただけます。 直近3日間ごとの通信制限はございません。超過後は翌月1日まで128Kbpsでご利用いただけます。

月額基本料金 4,000円（税込）
※ユニバーサルサービス料含・26ヶ月目以降は3,500円（税込）でご利用いただけます

契約事務手数料 　　　 0円
故障安心サービス（月額） 　　500円（税抜） ※オプション（加入は任意です）

日割りプラン 800円/日（税抜）　※アフリカのみ1,000円（税抜）
月額プラン 20,000円/月（税抜）　※アフリカ非対応

海外利用時　※海外で通信が発生した場合のみご利用月の翌々月に月額料金と合算請求いたします

サイズ・重さ 136×72.2×12mm　188g ディスプレイ あり（5.0 HD）
Wi-Fi IEEE802.11b/g/n OS Android 7.1
通信速度 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps バッテリー容量 3900mAh

LTE-FDD Band:1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28 対応コネクタ Type-C
LTE-TDD Band:34/38/39/40/41(120M) SIM カードスロット あり（nanoSIMが1枚挿入可能）
WCDMA Band:1/2/4/5/8 Wi-Fi接続可能台数 最大5台
GSM:850/900/1800/1900  MHz 付属品 取扱説明書・USBケーブル ・SIMピン

周波数バンド
（外付けSIMカード含め）

*本製品はeSIM技術により設定変更せず自動でつながりやすい通信キャリア（docomo・au・SoftBank）に接続します。ご自身で
キャリア選択はできません。

G4北海道版
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●解約・違約金に関して
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Cloud Air Wi-Fi
スマホのデータ容量と無関係に使えるので家族シェアでも安心 !

一人暮らしでネットが必要 ! 携帯代金を気にせず使いたい !

工事不要で即日開通 !  届いたその日から使えます !
月額基本料金のお支払いにクレジットカードが必要となります。

すぐに
使える❶

Surface、スマホ、タブレットなど複数の Wifi 機器に同時接続 !
月間 100GB の大容量 !!　直近 3 日ごとの速度制限もありません。※超過後は翌月 1 日まで 128Kbps

いろいろ
つながる❷

docomo も au も SoftBank も海外も全てつながるモバイルルーター
下り最大速度 988Mbps / 上り最大速度 37.5Mbps の高速通信

どこでも
つながる❸

【遠隔授業 ①】
札幌学院大学では Live 配信型授業や ZOOM 等を使う双
方向型授業のようにたくさんのデータ容量とスピードが
必要となる授業があります。スマホのプランによってギ
ガ数が足りなくなったり、家族みんなのギガを使ってし
まうようであれば Wi-Fi ルーターの導入を検討してみる
と良いと思います。

【趣　味】
もちろん授業だけでなく YouTube 等の閲覧や動画配信、
ゲームなどでもギガは必要となります。近頃では Netflix
や AmazonPrime などを利用する方も多くなっているの
で、自分専用の Wi-Fi ルーターがあれば誰にも遠慮する
ことなく趣味の世界を満喫できます。

ご自分のネットライフに合わせて契約することを
オススメします。

【遠隔授業 ②】
遠隔授業の受講方法や科目に関する情報がアップされて
いる大学のサイトです。オンデマンド型の遠隔授業は、
このサイトから課題をダウンロードします。課題は講義
によって様々で、Word や PowerPoint、ムービーを使
用する講義もあるため、データ容量はそれぞれで異なり
ます。

・モバイルルーターのお申し込みは同封のチラシをご覧ください。
・メーカー WEB サイトからのお申し込み、お支払いとなります。
・お問い合わせ、大容量プラン等のお問い合わせにつきましては
　以下からお願いします。
・メーカーからの直送商品になります。

◆ トレミール Cloud Air Wi-Fi

TRE モバイルパックサポートセンター
☎︎ 0120-434-408
営業時間 10:00 〜 18:00（土日祝を除く）
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札幌学院大学生協
教科書販売

大学で使う教科書は生協で販売します。
購入の仕方はガイダンスで説明があります。

教科書販売のお知らせ
選択科目は毎年履修者数が異なるので、用意した教科書が品切れし
てしまう恐れがあります。教科書は出来るだけ早くお求めください。

教科書　編

教科書は履修が決まってから
高校までと違い、大学の授業は学部別・学科別・個人別で
それぞれ異なります。数ある「講義」の中から自分で選択
してオリジナルの時間割を組み立てるのが「履修登録」です。
授業によって教科書使用の有無がありますので、買うべき
教科書は履修が決まってからご購入ください。必修科目（絶
対に履修しなければならない講義）の教科書であれば履修
登録の前に購入しても間違いはありません。

①

4 月時点の新型コロナ感染状況が不明のため、状況によっては「宅配」もご用意
する可能性がございます。詳細は新入生ガイダンス時に大学よりアナウンスがあ
ります（生協 HP でもご案内します）。

教科書の購入方法
web で注文し「教科書特設会場」でお支払いください。
① 大学のガイダンス時に「教科書リスト」が配布・提供されます。
② 履修科目決定後 WEB（PC・スマホ）で注文します。
③ お受け取りは注文した翌日以降になります（P.13 ③参照）。
④ 「キャンパスマネー」（学生証）のお支払いで 5% ポイント GET !
※三密回避にご協力ください。
※混雑緩和のため、現金・クレジットカード・図書カードでのお支払いはご遠慮ください。
※教科書申込サイトの URL、注文方法は「教科書リスト」に掲載予定です。

2019

販売期間終了後、全ての教科書は出版社に返本することになっています。お買い忘
れのないようにお願いします。

②
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教科書の販売期間について

【WEB 申込期間】
◆ 両キャンパス共通 : 4/6 火〜 4/20 火

【教科書特設会場 受け取り期間】
◆ 江別キャンパス : 4/7 水〜 4/21 水 （予定※）
　　　　  営業時間  : 10:00 〜 16:30（平日のみ）
◆ 新札幌キャンパス : 4/7 水〜 4/15 木 （予定※）
　　　　  営業時間  : 10:00 〜 15:00（平日のみ）
※ 4/16 金以降は江別キャンパスでの受け取りになります。

5%
ポイント還元

教科書代について

人間：
英米：
臨床：
こ発：

8,000 円
11,600 円
6,900 円

15,000 円

昨年の学科別教科書平均価格（※ 2021 年からは学部改組なので目安としてご覧ください）
キャンパスマネーの

お支払いで
法律：
経済：
会計：
経営：

11,600 円
6,400 円
8,100 円
7,900 円

③

【学生証】
学生証には waon や nanaco のような、大学生協で利用できる電子マネー（キャン
パスマネー）の機能があります。生協加入時にプランでお申し込みの新入生は 3 万
円の電子マネーがチャージされた状態で学生証を受け取ることになりますので、レ
ジにて学生証をタッチするだけでお支払いが終了します（教科書代の 5% がその場
でポイントバックされ 100 ポイント溜まった時点で 100 円のオートチャージがさ
れます）。センター C・D 合格者で入学手続きや生協への加入が遅れ、学生証がお
手元にない方は生協窓口へお申し出ください。

④

教科書に限らず、一度購入した書籍・雑誌は「乱丁」・「落丁」・「欠損本」以外の理
由では返品をお受けすることができません。購入時のご確認をお願いします。

⑤ お支払いについて

※）4 月時点の新型コロナ感染状況が不明のため、状況によっては営業時間が変更になる可能性がございます。詳細は新入生
ガイダンス時に大学よりアナウンスがあります（生協 HP でもご案内します）。
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英語学習　編

高校で使っていた電子辞書に満足できない人、さらに上のレベル
に到達したい人は大学向けの電子辞書を試してみてください。

電子辞書も大学生協特別モデル

◆ CASIO 電子辞書　EX-word AZ-SX9800

税込37,000円

組合員価格

5.2 型高精細 FWVGA カラー液晶

UD フォント採用で更に見やすく

MP3、AAC よりも高音質の OPUS 採用

ネイティブ英単語発音 20 万語

ブルーライトカット機能

200 辞書コンテンツ内蔵

自己過失による故障の修理代金を学割で

通常使用においてはメーカー 4 年保証

AZ-SX9800

4 月時点における新型コロナ感染症の
収束状況が不明なことから、商品はご
自宅配送とさせていただきます。

送料
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TOEIC

300 点：英検 5 級レベル
470 点：サツガクでは 470 〜 649 点で 2 単位 GET
590 点：企業が新入社員に期待する点数新入社員に期待する点数
700 点：海外で仕事をする際、最低限のコミュニケーションがとれるレベルションがとれるレベル
800 点：外資系求人サイトでの応募資格として TOEIC スコアを必要とするを必要とする企業の平均
990 点：ネイティヴに匹敵するコミュニケーション能力

【大学の英語】
① 単位の英語
単位をとるため大学の授業で学ぶ英語です。必修科
目の場合、英語の単位をとらないと卒業できない恐
れがあります。

② 留学の英語
留学（主に北米・カナダの大学）に求められる英語
能力は TOEFL などの試験のスコアがメジャーです。

③ コミュニケーションの英語
TOEIC は英語によるコミュニケーション能力を測定
する試験なので①②と異なり合否や優劣を決めるも
のではありません（企業によっては TOEIC スコアを
採用基準に含んでいるところもあります）。自分で決
めた目標に向けてコツコツとスコアを伸ばしていき
ましょう。

目指すのはココ！満点じゃない。目指すのはココ！満点じゃない。
全 200 問中 100 問とければ届く点数で全 200 問中 100 問とければ届く点数で
す。単純計算で半分間違えてもなんとす。単純計算で半分間違えてもなんと
かなる。かなる。

TOEIC は満点を目指すテストではなく、
コミュニケーション能力を測るツール。

受験勉強 留学・英語研修 学術研究

ティーチング 海外勤務 海外生活

300点

470点

590点

700点

800点

990点

英語英米文学科の新入生だけじゃなく、
国際交流に興味のある新入生には試してほしい !

2005 年の発売以来、全国で累計 14 万人の大学生がこれで勉強しています
TOEIC スターターキット

札幌学院大学生協
英語教材

税込10,350円

◆ TOEIC スターターキット
本製品には効果的に学んでいただけるよう無料のオンラインガイダンス
が含まれています。 組合員価格組合員価格

オンラインガイダンス

1 4/3 土
　10:00 〜 11:30
2 4/10 土
　10:00 〜 11:30
3どの回にも参加出来
ない場合でもオンデマ
ンドによるガイダンス
をご用意しています。

4 月時点における新型コロナ感染症の
収束状況が不明なことから、商品はご
自宅配送とさせていただきます。

送料
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お申し込み方法・お支払いお申し込み方法・お支払い

パソコン・教材・講座のお申込みには生協への加入が必要です。

WEB サイトからのご注文WEB サイトからのご注文
札幌学院大学生協 HP にアクセス

スマホ・タブレット
からのご注文 検　索札学　新入生

スマートフォン
iPhone から
QR コードを読み取り

① TOP 画面の右上にあるピンクのバナー
「受験生・新入生応援ページ」をクリック

● コンビニ決済お
支
払
い
方
法

● クレジット決済

Surface、学習用教材は WEB でお申し込みください。
（※ WEB でのお申し込みが出来ない方はお電話ください。振り込み用紙を郵送します。）

※商品のお引き渡し期間・場所は以下をご覧ください

札幌学院大学生協主催 学内講座約款
（適用範囲）
1 条．本約款は札幌学院大学生活協同組合（以下当組合という）
が実施する講座・セミナー（以下本講座という）に適用される契
約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、
当該の講座受講案内及び申込書類等（以下申込書類という）の定
めによるものとします。
２項　本約款を適用する講座は、当組合の web ページにて告知す
るものとします。
３項　各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用
するものとします。

（契約の成立）
2 条．本講座の申込者（以下申込者という）は、本約款及び申込
書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講申込書を提出し、当
組合がこれを受領した時点で受講契約が成立するものとします。

（受講料の支払い）
3 条．申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用（以
下受講費用という）を、当組合が指定した方法により、当組合が
指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場
合、当組合は契約を解除することができるものとします。

（役務の提供）
4 条．当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供
するものとします。

（受講開始日）
5 条．本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、
申込書類に記載された日付とします。

（実施場所）
6 条．本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとし、決まっ
ていないときは後日申込者に通知するものとします。

（提供する役務の変更）
7 条．当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日
及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができ
るものとします。

（受講期間・回数・形態）
8 条．本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件（最少実
施人数など）は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込
書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとしま
す。

（クーリング・オフ）
９条．申込者は、契約の内容を記載した書面を受領した日から起
算して、契約の成立日を含む 8 日間は、書面により無条件に当該
講座の役務提供契約の申し込みの撤回（当該契約が成立した場合
は当該契約の解除）を行うこと（以下、クーリング・オフという）

ができます。
２項　前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を当組
合へ提出、もしくは郵送した日（郵便消印日付）から生じます。
３項　本規定によるクーリング・オフの場合は、申込者は違約金
や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、
一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返
還をうけることができます。
４項　クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による
困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリ
ング・オフができる旨の書面を受領した日を含む 8 日間を経過す
るまでは、クーリング・オフができるものとします。

（中途解約）
１０条．本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出するこ
とにより本契約を中途解約することができるものとします。
２項　申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定
めによる受講費用の返還を行うものとします。

（１）受講開始日前の場合、受領済み受講費用から、以下の金額を
控除した残額
ａ）申込書類で定める初期費用 
ｂ）使用済みの教材費

（２）受講開始日以降の場合、受領済み受講費用から、以下の金額
を控除した残額
ａ）実施済み講座回数 × 受講単価
ｂ）申込書類で定める初期費用
ｃ）使用済みの教材費
ｄ）解約手数料として、受講費用からａ）ｂ）ｃ）を控除した残
額の 20% 相当額、
または 50,000 円 のいずれか低い金額
３項　返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則としま
す。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還と
します。
４項　申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座につい
ての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。

（受講の権利）
１１条．申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡すること
はできません。
２項　申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その
他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で
複製・複写・上映・販売することは一切できません。

（個人情報保護）
１２条．収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方
針（https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/sgu/kojinjoho/）に
則り管理されるものとします。

（撮影・録音）
１３条．当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものと
します。
２項　撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し、講座の
品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。
３項　普及広報目的の場合に限り、申込者は撮影・録音の事前に
書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を
停止することを申し出ることができるものとします。

（損害賠償）
１４条．本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難
等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、
当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料
を限度としてこれを賠償します。
2 項　但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの
限りではありません。

（講座の閉鎖）
１５条．当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することがで
きます。
２項　この場合、申込者は９－２項に準じた受講料の返還を受け
ることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収
受することはありません。

（紛争の解決）
１６条．本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じ
た場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決する
ものとします。
２項　本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法
令によるものとします。
３項　万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、札幌地方
裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

（本約款の変更・廃止）
１７条．当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、
社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のため
の必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
２項　前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後
の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃
止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者
への周知を図るものとします。

（１）店舗での掲示
（２）Web サイトへの掲示
（３）申込者への告知
３項　本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。

（施行）
１８条．本約款は 2019 年 12 月 20 日から施行します。

札幌学院大学生活協同組合
〒 069-0833　江別市文京台 11 番地 TEL (011) 386-2970 ／ FAX (011) 387-1784
http://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/sgu/

② 受験生・新入生応援サイトの
　 「オンラインショッピングはこちらから」
　をクリック


