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推奨パソコンのご案内推奨パソコンのご案内

生活協同組合 東京インターカレッジコープ

4年間安心してご利用いただける手厚いサポートを含む提案4年間安心してご利用いただける手厚いサポートを含む提案

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６－２４－４

お問い合わせメールアドレス　webmaster@shop.tic.coop

詳細は以下のURLまたはQRコードにて（パソコン＆スマートフォン どちらでもご覧頂けます）

【お申込み/お問合せ】

（電話）03－3486－6611 （FAX）03－3486－6622

お申込み・お支払いについて

メールにて受付番号をお送りいたします
ご注文完了後、折り返しメールにて受付確認・受付番号が送信されます。

※携帯電話・スマートフォンからのお申込みの方へ

コンビニ払い
最寄りのコンビニエンスストアにて
お支払いください。

お手持ちの
クレジットカードにて
お支払いください。

クレジットカード払い

お支払い方法につきましては上記webの推奨パソコン専用サイトにてご確認ください。

お支払い確認後、
7～10営業日ほどで発送いたします
10日を過ぎてお届けが確認できない場合は、
webmaster@shop.tic.coopまでお問合せください。

問い合せメールメールアドレス  webmaster@shop.tic.coop
※お問合せの際には、大学名、学部・学科名、氏名、ご連絡先（電話番号）をご記載ください。
　なお、件名はお問合せ内容により「パソコンについて」のようにご表記をお願いいたします。

台数限定
＆

期間限定

台数限定
＆

期間限定

～ドメイン指定解除のお願い～
受信拒否の設定により、受付確認のメールが届かないケースが多くあります。お申込み前に必ず設定をご確認の
うえ、webmaster@shop.tic.coopからのメールが受信できるよう設定をお願いいたします。
詳しい設定方法は、各携帯電話会社のホームページをご覧ください。
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東京慈恵会医科大学医学部看護学科東京慈恵会医科大学医学部看護学科
2020年度 ご入学者対象2020年度 ご入学者対象

セットアップ講習会
日程：後日、購入頂いた方へ
             ご案内いたします。
会場：国領キャンパス

●パソコンのセットアップ　●Officeインストール
●セキュリティ対策　●学内ネットワーク設定 18年度講習会の模様

※東京インターカレッジコープでお申込みの方限定の講習会です。

予定
内容

https://tic.coop/pc/jikei-pc.html

GX83シリーズ
● CPU
● メインメモリ
● 大容量記憶装置
● 光学ドライブ

● USBポート

● 液晶サイズ解像度
● プロジェクタへの
　接続ポート
● 有線LAN
● 無線LAN
● バッテリ駆動時間 
● 本体重量
● OS
● 搭載ソフトウェア
　について
● 保証期間

Intel　第8世代　Core i3
4GB(空なし)
SSD　128GB
非搭載
USB3.0(Type-A) x2
USB3.1(Type-C) x1
13.3インチ　HD液晶

HDMIx1,USB TypeC-VGA変換アダプタ同梱

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
IEEE802.11a/b/g/n/ac
約14時間
約0.999kg
Windows10 Home
トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド4年版
４年保証 または 2024年3月31日 131,000円131,000円（税込）（税込）

新入生特別価格
（配送無料）

https://tic.coop/pc/jikei-pc.html

詳細をご覧頂き、お申込みください

画面に従って入力、送信してください。
携帯電話・スマートフォンからでもお申込みいただけます。
ご購入にあたっては生協加入をお願いいたします
※下記2.を参考にパソコンからのメールが受信できる状態でお申込みください。

1
お申込みサイト

ご都合の良いお支払い方法をお選びください

72時間
以内に
72時間
以内に

Microsoft
Office365 ProPlus
4年ライセンス付

無料
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パソコンは
看護学生を
支えてくれる
パートナー！

医学部看護学科では
このようにパソコンを活用します

1年生

1年生 2年生
3年生

4年生

2年生 3年生 4年生

講義/演習レポート作成

E-ラーニング

ナーシングスキル（看護技術動画教材）

e-ポートフォリオ

講義/演習レポート作成

E-ラーニング

ナーシングスキル（看護技術動画教材）

e-ポートフォリオ

実習レポートの作成/提出

講義/演習レポート作成

E-ラーニング

ナーシングスキル（看護技術動画教材）

e-ポートフォリオ

就職活動

看護研究（卒業論文）

実習レポートの作成/提出

講義/演習レポート作成

E-ラーニング

ナーシングスキル（看護技術動画教材）

e-ポートフォリオ

4年間の
パソコン活用シーン

学年ごとに用途が広がるパソコンは
４年間を通じて手放せない存在

レポートや卒業論文の作成
にはもちろん、大学生活を通
じて必ずというほどパソコン
を使います。高校までとは違
い 、レ ポ ートの 作 成 は
「Word」という文章作成ソフ
トを使います。そして、保健統
計学の授業などには「Excel」
を使用し、プレゼン発表など
の際には「PowerPoint」を使
用します。

また、自分の意見を論述する
機会も増え、研究に必要な
文献・情報などをインター
ネットで検索したり、情報収
集する機会がよりいっそう多
くなります。

インターネットを利用して調
べものをするだけでなく、看
護技術の習得のためにナー
シングスキルを視聴する事
もできます。また、iTunesをイ
ンストールして、オーディオプ
レーヤーの代わりとしても利
用されています。デジカメ写
真の編集や整理、ツイッ
ター・Facebook等、友達との
コミュニケーションツールと
してもパソコンは活用されて
います。

インターネットで病院や大
学院などの進学先に関する
情報を得ることが一般的に
なりました。病院見学など
の申し込みもネット上で受
け付けています。卒業後も
病院では現任教育の中でレ
ポート作成や看護研究を行
うため、パソコンは必須のア
イテムです。

東京慈恵会医科大学
医学部看護学科では、
学生一人一人の主体
的学習を積み重ねる
ツールとして、1年生
からe-ポートフォリオ
を活用しております！

レポート・看護技術の
習得・実習・卒業論文
あらゆるシーンで
活用します！

パソコンは、楽しく充実した
プライベートを過ごすために
も、欠かせないものとなって
います。

就職・進学・
大学卒業後も
パソコンは
必須アイテムです！

おすすめです！！

先生からのメッセージ

大学生活に欠かせない「マイ・パソコン」
機能もサポートも充実！
　この度は東京慈恵会医科大学の看護学科へのご入学、誠におめでとうございます。
本学科での学生生活が始まると、すぐにパソコンを用いる場面が多いことにお気づき
になるでしょう。それは、本学科では教育目標の一つである「学生の主体的学修能力の
育成」に向け、2013年度よりICT（情報通信技術）教育に積極的に取り組んでいるため
です。
　例えば、“eポートフォリオ・システム”では、学生は自分用の電子ポートフォリオに学習
成果を蓄積していき、自己成長を確認しながら新たな目標に取り組みます。他にも、学
生－教員の双方向型学習を可能にする“eラーニング”や、看護技術の動画教材“ナーシン
グ・スキル”など、目的に応じた様々な学習ツールが用意されており、学生は授業の合間
や部・サークル活動の空き時間を使って主体的、効率的に学習していきます。
　そのときに重要なのが、自分専用の「マイ・パソコン」です。このたび大学が推奨しま
すパソコンは軽くて持ち運びがしやすく機能性も十分です。セットアップ講習会も大学で
行いますので、パソコンに不慣れな学生でも安心です。4年間の保証とセキュリティソフ
トがついている点も魅力的かと思います。自分専用のパソコンを学習の友とされ、充実
した学生生活をお送りいただきますようお祈り申し上げます。

東京慈恵会医科大学
医学部看護学科
基礎看護学 教授

セットアップ
講習会の様子

谷津 裕子先生

4年間の成長過程や学びの蓄積を
確認できます。

年度初めに行う大学の「科目横断
総合試験（2年生～）」では、自分自身
の学年ごとの学習成果をレーザー
チャートで確認できます。

在学中に積み重ねた学生一人一人
の学びの蓄積を卒業時に一枚の
USBにして記念品として授与してお
ります。
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４年間
安心して使い続けられる
手厚い保証

長期メーカー保証
自然故障に対応する 自然故障は使用年数に応じて

増えてくる

量販店と大学生協の比較

量販店の場合

こんな「うっかり故障」が、少ない自己負担金で修理できる※

パソコンの上に飲みものを
こぼしてしまった

パソコンを閉じる際に
異物を挟んでしまった

パソコンを机の上から
落としてしまった

動 産 保 証

事例

不注 意による故障などをカバーする

688 721 714

964

1年生 2年生 3年生 4年生

修
理
件
数

11 事例22 事例33

パソコンの取り扱いに慣れていない新入生にとって、
安心は大きなポイント。
自然故障でも、不注意による故障でも、
4年間安心して使い続けることができる保証が
大切なパソコンを守ってくれます。

パソコンは、精密な部品がたくさん集約されてできているた

め、正しい使い方をしていても故障してしまうことがあります。

この自然故障に対する修理をカバーするのがメーカー保証で

す。通常の保証期間は１年がほとんどですが、入学時に購入し

たパソコンを卒業まで安心してお使いいただけるよう、大学生

協ではメーカー保証を４年間に延長しています。※

パソコンの自然故障箇所は、主に

記憶装置、キーボード、液晶ディ

スプレイ、DVDドライブなどが挙

げられますが、グラフが示すよう

に使用年数に応じて件数が増加し

ます。高学年になるほどパソコン

の使用頻度や重要性が高まるため、

自然故障に対する修理が４年間無

償で受けられることは、大きな安

心材料と言えます。

通常メーカー保証は1年間で、大手量販店では商品代金の

５％で購入日から3年～5年の延長保証サービスを実施され

ています。

※例えば商品価格が10万円の場合 ＋5,000円

当生協で調べたところ、自己の過失による破損をカバーする

動産保険の取り扱いは少なく、メーカー直販サイトで実施して

いる場合があるが、4年間(48ヶ月)の保証期間でおよそ2万円

で対応しているようです。

大学生協のパソコンには、4年間の動産保険が既に含まれて

いる商品です。

※2018年４月から2019年３月までの修理受付から自然故障分を抽出
〈グローバルソリューションサービス株式会社提供〉

安心できる保証が

ついていても、

パソコンは大切に

扱いましょう。

修理できても

データーの復旧が

できないケースもありますので、

必ずバックアップを

取っておいてください。

液晶ディスプレイ 23.0

ボトムケース 13.7

トップケース 13.0天板 8.4
（単位：％）

液晶枠 8.3

ヒンジ 5.2

メインボード 4.7

ケーブル類 4.6

光学ドライブ 4.2
SUBボード 3.6
キーボード 3.1

その他 8.2

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。キーボードの上に飲み物をこぼす、机から落としてしま

う、ペンやイヤフォンを挟んだままパソコンを閉じてしまう、といっ

た不注意による「うっかり故障」は後を絶ちません。卒業までの４年

間、こうした故障や破

損、さらには盗難をカ

バーするのが動産保証で

す。5,000円からの低額な

自己負担金で修理が受け

られ、修理不可の場合は

再購入の補助も用意され

ています。※

動産保証適用による
故障個所（交換パーツ）

※2018年４月から2019年
３月まで１年間、動産保証
適用で交換したパソコンの
パーツ上位15位までの内訳

症状：電源が入らなくなる
修理費用：81,324円のところ
自己負担金：5,000円

※ 保証内容や補償限度額、自己負担金は、メーカーや大学によって異なります。くわしくは、各大学生協の保証内容をよくご確認ください。
　動産保証は、地震や水害などの自然災害には適用されません。

症状：液晶ディスプレイ破損、
　　　画面がチラつく
修理費用：74,520円のところ
自己負担金：5,000円

症状：電源が入らなくなる
修理費用：135,324円のところ
自己負担金：40,324円
●購入３年目で補償限度額 100,000 円の事例です。
修理費用が限度額を超える場合は、その差額に 5,000
円を加算した金額が自己負担金になります。

メーカー保証
1年 延長保証サービス

（パソコン価格＋５％）

メーカー保証４年

大学生協の場合

大学生協の場合

メーカー直販の場合

動産保証サービス４年
（動産保証付帯商品）

プレミアム保証サービス（仮称）
（およそ＋20,000円）

無料

無料
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先  輩  の  声

先  輩  の  声

先  輩  の  声

先  輩  の  声

困ったときに
心強い
サービスやサポート

パソコンを使っていると、
故障などのトラブル以外にも、
設定や操作の方法がわからずに
困ることがあります。
大学生協ではご相談にお応えするだけでなく、
万全のサービスとサポートで
大学生のパソコンライフを支えています。

セットアップ講習会 不慣れな方でも安心。セットアップから一緒に行います。……

※ ご自身でセットアップされる方もいるので、ご参加は強制ではありません。

※ 代替機は、購入された機種と異なる場合があり、
　 台数には限りがあります。

パソコン点検会 パソコンの健康状態をプロが無料でチェック……

昨年も点検して頂き、今年も見て頂きました。とても助
かります。

無料で点検を行って頂けるうえにとても丁寧に対応して
頂き、非常に良かったです。

他のお店で買った場合、このような点検会がないので、点検
をして頂いてとてもよかったです。

1年に1回、パソコンの健康状態をチェックできる点検会を、東京イン
ターカレッジコープのイベントスペース(会議室)にて実施しています。専
門技術を持ったメーカーの技術者が尾阿曽崑の状態を確認し、簡単なメ
ンテナンスた清掃、使い方のアドバイスを行います。「動作が遅くなっ
た」「ウイルス感染が心配だ」といった不安が解消され、パソコンが快
適に使えるようになったという事例も多く聞かれます。

代替機貸し出し パソコンの修理期間中に代替機を無料貸し出し……

故障や破損の状態にもよりますが、通常パソコンの修

理にはある程度の日数が必要です。その間パソコンが

使えないと、「レポートが書けない」といった困った

事態になってしまいますので、修理期間中にパソコン

をお使いいただけるよう、４年間の代替機無料貸し出

しサービスを行っています。

無料電話サポート 夜間でも電話でパソコン操作の相談ができる……

大学生協の店舗が運営していない夜間や休日でもパソコンについての相談が受けられるよう、

無料電話サポートを１年間ご提供しています。設定から通常の操作方法、トラブル対応まで、

豊富な知識を持った専任オペレーターが、分かりやすく丁寧に対応します。

修理

貸し出し

多くの新入生が、「パソコンは、使っていてもセットアップは初めて」ではないで
しょうか？
パソコンを箱から取り出すところから始まり、基本的なセットアップはもちろん、
Office365のセットアップ、セキュリティ対策ソフトの設定、更には、大学内で利
用するために必要な「学内ネットワーク設定」まで行います。

日　　　　程

会　　　　場

講習会
内容
（予定）

●パソコンのセットアップ
●Officeインストール
●セキュリティ対策
●学内ネットワーク設定

国領キャンパス

後日、購入頂いた方へ
ご案内いたします。

先輩の声

先輩の声

先輩の声

先輩の声
　メーカー保証が4年間対応や、動産保険
が4年間かかっていて、さらに講習会も開
催して頂けることが購入のきっかけです。

　講習会では、セットアップもスムーズに
でき、内容についてもほとんど理解でき
た為、参加できてよかったです。

匿 名 さん
（２年生）

　自分のパソコンを持っていなかったこ
とと、学科が推奨しているパソコンとい
うことが購入のきっかけです。

　自分ではわからない点を教えて頂き、
理解することができたので良かったで
す。もう少し時間が短いとさらに良かっ
たです。匿 名 さん

（２年生）

講習会参加者アンケートの抜粋講習会参加者アンケートの抜粋

　学校で必要なソフトが揃っていて、さ
らにパソコン講習会が付いていたこと
が、看護学科推奨パソコンを購入した
きっかけでした。

　パソコンが大の苦手な私でもわかるよ
うな、丁寧な講習会だったので、内容の
ほとんどがわかり、参加して非常に満足
な内容でした。匿 名 さん

（２年生）

　推奨パソコンを買ったら、もし使い方で
困ったときに、友達に聞いたり教えあった
りできると思ったことが、看護学科推奨
パソコンを購入したきっかけでした。

　自分一人ではできない設定や、セキュリ
ティ対策の設定の仕方まで、詳しい部分
まで、丁寧に教えて頂き参加できて満足
です。N.M.さん

（２年生）

メーカーサポートの説明は、非常にわかりやすく、点検だけ
でなく、データ保存容量も確認して頂きとても親切でした。

昭和女子大学  3年生  女性　K.K.さん昭和女子大学  3年生  女性　K.K.さん

日本大学  女性　匿名さん日本大学  女性　匿名さん

日本大学  4年生  男性　R.S.さん日本大学  4年生  男性　R.S.さん

立教大学  4年生  女性　匿名さん立教大学  4年生  女性　匿名さん

■対応期間
　2020年３月１日～2021年２月28日
　（年末年始含め、土・日・祝日もご利用可能）

■受付時間
　10：00 ～ 23：00

※ パソコン点検会は、大学によって実施の有無や内容が異なります。

※ 東京インターカレッジコープで購入した方のみが対象で、多数の大学からご利用を頂い
ております。

無料
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現役大学生の先輩がレポートの書き方を教える！

あなたはこのレポートがパソコンで書けますか？

私たちが全力でサポートします！
　新入生のみなさん、入学おめでとうございます！大学に入るとパソコンを使う機会が
一気に増えます。どの学部でも、パソコンで、レポートを書いたりプレゼンをしたりす
ることが必須になると思います。かと言っていきなり「じゃあやってください！」と言
われてもなかなか難しいですよね。
　生協のパソコンスキルアップ講座ではWord、Excel、PowerPointといった、大学で
非常に良く使うOfficeソフトについて、基礎的なところから、実際どんな感じで使うの
かというところまで、先輩から習えます。最初のレポートから、安心して取り組めるよ
うに、私たちがサポートします！パソコンスキルだけでなく大学生活のことまで色々と
知ることがでる講座です。皆さんの参加を是非、お待ちしていますね！
（2020年度・講座スタッフ）

さらに…
         

大学生活ではWordを使ったレポート作成が必須になります！         

この講座に参加すれば、このレポートがバッチリかけるようになります！

Power
Point

Excel

Word

Excelの基礎の基礎から丁寧に教えます！データ処理や、グラフ生成まで。
PowerPointでのプレゼンスライド作成法、大学の先輩視点で伝授します！

パソコンを販売するだけじゃない！
生協はパソコンを使いこなせるまで全面サポート！

ココがすごい！生協のパソコン講座 
その1 先輩が教えてくれる！ その2 大学生に必要な内容ばかり！
講師やアシスタントは全て現役大学生が担当します。
大学で勉強・生活するのに必要なことも、たくさん聞
けちゃいます！ 

その3 一緒に学ぶ仲間ができる！
この講座を受講するのは全員、今年度の新入生です。
他大学の友達もできちゃいます。

講座の内容も先輩が作っていますので、本当に大学生
にとって必要な内容になっています。

その4 教材も充実！
専用のテキストや課題データは、大学の課題や学生
生活で活用できるものばかりを集めています。

大学生が企画するパソコン講座を
TRYWARPがサポートしています

協力：（株）TRYWARP

生協パソコン
購入者価格 18,000円（税込）

●講座内容は変更になる場合がございます。　●会場等の詳細は「コースのお知らせ」ハガキ
をご確認ください。 ●5/8(金)まではキャンセル手数料1,800円と振込手数料を差し引いての
キャンセルが可能です。講座開始後は実施済み回数に相当する価格および、キャンセル手数料
と振込手数料を合算し、その差額を返金いたします。

大学生になると、レポートや課題などで日常的にパソコンを使うのが当たり前！
この講座は、現役大学生の先輩が学生生活で必要な内容を厳選してつくりあげたオリジナル講座です。大学生に必要な
パソコン知識を、先輩から直接学ぶことができます。今からマスターして、パソコンを活用できるようになろう！

■日程（90分全4コマ・各日2コマ開催） ■会場
東京インターカレッジコープ
　　　　　　　　渋谷会議室（予定）

受講コースは「コースのお知らせ」ハガキ送付にてご案内いたします。
授業などで受講できない場合、受講日変更を承ります。詳細は「コースのお知らせ」ハガキをご確認ください。

A日程

B日程

（日）

（日）

時間 10:30-12:00 / 13:30~15:00

5/10

5/24

（日）

（日）

5/17

5/31

パソコンスキルアップ講座

卒業論文では引用文献などの
出典元を必ず求められます！

Excel で作成したグラフや
画像の挿入スキルが求められます！

複数ページにわたるレポートでは、
ページ番号や共通の見出しなどが必須！
でもいちいち入力してたら大変…。

イッキに入れられる便利な方法も教えます！

インデント（空白）の
入れ方・使い方を覚えれば、
より綺麗で好印象な
レポートに！
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GX83シリーズ

さらに
新学期特典として

が付いてくる！！

《セット販売のみで、単品販売はございません。》

パソコン・プリンタについての詳細は、
以下のURLでご確認ください。

https://tic.coop/pc/jikei-pc.html

プリンタ複合機

（BM-IBNP13BK）

Microsoft
Office365
ProPlus
4年ライセンス付

ウイルスバスター
クラウド
4年ライセンス付

インナーケース

● CPU
● メインメモリ
● 大容量記憶装置
● 光学ドライブ

● USBポート

● 液晶サイズ解像度
● プロジェクタへの
　接続ポート
● 有線LAN
● 無線LAN
● バッテリ駆動時間 
● 本体重量
● OS
● 搭載ソフトウェア
　について
● 保証期間

Intel　第8世代　Core i3
4GB(空なし)
SSD　128GB
非搭載
USB3.0(Type-A) x2
USB3.1(Type-C) x1
13.3インチ　HD液晶

HDMIx1,USB TypeC-VGA変換アダプタ同梱

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
IEEE802.11a/b/g/n/ac
約14時間
約0.999kg
Windows10 Home
トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド4年版
４年保証 または 2024年3月31日

台数
限定

台数
限定

大学生協は、大学生活に最適な機能やスペックを備えた
モデルを厳選してご提案します。

パソコン本体のみの購入も可能です。
お申し込みサイトにて、ご希望の組み合わせでお申し込みください。

GX83シリーズ DVDドライブ
（LDR-PMJ8U2VWH）

お申し込み方法は次のページへ

パソコン本体 + DVDドライブセット

DVDドライブ

組み合わせ例
組み合わせ 例1

134,980円（税込）

131,000円（税込）

新学期特別価格
（配送無料）

新学期特別価格（配送無料）

+

プリンタは、パソコン本体とは別送となり、
後日のお届けとなります。

※セット販売のみで、単品販売はございません。

GX83シリーズ
（プリンタ複合機）

パソコン本体 + プリンタセット組み合わせ 例2

161,400円（税込）新学期特別価格
（配送無料）

+
※セット販売のみで、単品販売はございません。

GX83シリーズ
パソコン
スキルアップ
講座

パソコン本体 + スキルアップ講座セット組み合わせ 例3

149,000円（税込）新学期特別価格

+

看護学科推奨
大学生協オリジナル新入生パソコン

プリンタ複合機 スキルアップ講座パソコン本体
プラス

組み合わせは自由です。

+
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