
高校生の頃に比べて、大学生になると講義・レポート・資格取得・就職活動などの様々な場面でパソコンを使う機会が
増えてきます。このページでは九州国際大学ではどんな場面でパソコンを使うのかを紹介します。

大学ではレポートなどの課題が出たり、プレゼン大会があったりと、自分の使いたいときに自由に使えることは重要です。
自分のパソコンで存分に活用することで、スキルもアップしていきます。

近年、大学や社会で使えることが当たり前となっているパソコンですが、高校時代に自分のパソコンを持っていた
という学生はとても少数です。しかし、これからの大学生活ではパソコンを使う機会も増えてきます。
そこで、九州国際大学生協では、2020 年度のオリジナルパソコンとして、大学生に最適なスペックやサポート
アプリケーションを備えたモデルで、持ち運びやすさも重視した機種を厳選してご用意しました。

オリジナルパソコンセットの案内5.4.大学生活でのパソコンの必要性

●サークル活動　●インターンシップ　●履修登録
●シラバス(講義計画)出力　●時間割・出欠管理
●奨学金の手続き（スカラネット）　●成績確認
●講義のノート　●情報処理の課題

●レポートが多いのでいつでもどこでもWi-Fiスポットでインターネットを使いながらレポート作成できる
●学校で使えない時も心配せずに家でも使える　　●夜遅い時間になっても家族に気を使う必要がない
●自分の部屋で集中してレポートに取り組める　　 ●就活時のエントリーシートや企業と連絡できる

※パソコンは初回のパソコン講習会でお渡しいたします。プリンタは皆様の指定日時に宅配便で発送いたします。

プリンタ
あ り

プリンタ
な し

講習会セット／組合員価格

¥199,990 税
込

講習会セット／組合員価格

¥190,010税
込

本体セット／組合員価格

¥173,510 税
込

本体セット／組合員価格

¥183,490税
込

※「講習会セット」には講習会16,500円を含みます。

※「講習会セット」には講習会16,500円を含みます。

Surface Pro7

Surface Laptop3

１回生 2回生 3回生 4回生

講義・レポート・履修登録・課題提出・プレゼン・語学学習(eラーニング）・資格取得

インターンシップ・サークル活動・実習（語学・教育）・集中講義

就職活動(エントリーシート・レポート)

卒業論文

どんな場面でパソコンが必要なのか

みんなどんなパソコンを持っているの？？

九州国際大学生協は、毎日学生と接し、どんな生活や勉強をしているかを知っています。
大学生の勉強スタイルに合ったパソコンを「安心」して使っていただけるよう提供し、購入後もサポートします。

先輩たちが
実体験を
もとに選定

パソコンを使っていて、
少しでも違和感があった

生協店舗へご相談ください

4年間のメーカー保証
4年間の動産保証

無料貸出機(修理時)
パソコン講習会開講 修理も生協で受け付けます

パソコンのご購入は、「九州国際大学生協で！」

どんなときにパソコン使いますか？

自分のパソコンを持っているメリットは？

1. レポート
　2. プレゼン
　　3. 就　　活

九州国際大学での利用シーン

九州国際大学生が選んだ
オリジナルパソコン

4年間保証＆サポート 困ったときは生協店舗へ

● パソコン本体
● USB(16GB) / プリンストン
● バック / サンワサプライ

4年間保証

講習会セット本体セット（講習会なし）

プリンタ
あ り

プリンタ
な し

講習会セット／組合員価格

¥233,240 税
込

講習会セット／組合員価格

¥233,260税
込

本体セット／組合員価格

¥206,760 税
込

本体セット／組合員価格

¥216,740税
込

※「講習会セット」には講習会16,500円を含みます。

※「講習会セット」には講習会16,500円を含みます。

● パソコン本体
● USB(16GB) / プリンストン
● バック / サンワサプライ

4年間保証

講習会セット本体セット（講習会なし）

講習会のようす
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6.大学生協オリジナルパソコンの案内
（Surface Pro7） 7.大学生協オリジナルパソコンの案内

（Surface Laptop3）

大学入学を機に自分専用のノートパソコンを持つことをおすすめしています。
Surface Pro7はノートパソコンとタブレットを1台でこなす2in1パソコンです。パソコンを初めて購入する方や
パソコンを使うことが心配な方向けのパソコンです。
背面のキックスタンドは自由に角度調整ができ、机の上に限らず様々な場所で使うことができます。
大学の中で、外で、いつでもどこでも一人ひとりの学びをサポートします。

Microsoft Surface Pro7

Windows10 pro1Point!

CPU 第10世代Corei32Point!

メモリ 4GB3Point!

SSD 128GB4Point!

Office365 Pro Plus
インストール済み(4年間)

5Point!

●こちらの商品は入学準備説明会で実際に操作できます！●

私は大学に入学する前、将来IT系の職業につかない限り大学でパソコンは使わないだろうと思っていました。しかし、
大学の講義によっては、課題を「レポートで提出しなさい。」と言われることがあり、そのレポートをWordで作成し、パソ
コンからメールで提出すこがあります。また、年に1回ゼミ対抗のプレゼン大会があり、PowerPointでスライドを作成し
て発表することもあります。なので、大学生活にパソコンは必要です。さっきも言った通り大学生活ではパソコンを使う
ことが増えるので、自分のノートパソコンがあると、時間や場所を気にすることなく使えます。そこで、私は大学生協で
Surfaceを購入しました。最初は少し金額が高いなと思っていましたが、WordやPowerPointなどのソフトが付いてき
たり、セットアップをしてくれていたりと、パソコン初心者の私はとても嬉しかったので、もし初めてパソコンを購入する
人にはおすすめです。

法学部法律学科 / 新2年生 藤光 健斗

画　　面 ： 12.3インチ / タッチ式ディスプレイ
重　　量 ： 約1.1kg(カバー含む)
バッテリー ： 約10.5時間
端　　子 ： microSDカードリーダー
　　　　   USB3.0×1・USB-C×1
付  属  品 ： Surfaceペン
　　　　　専用Type Cover(キーボード)

いつでもどこでも快適に使える2in1スタイル！

※2024年3月31日までの期間限定ライセンスです。自分が所有するデバイスのうち最大
5PC/Mac+5タブレット+5スマートフォンにインストール可能です。月次でアップデートにより
機能追加がされますのでライセンス期間中は常に最新のOfficeを使用できます。ライセンス期
間中は、１ユーザーにつき１TBまでOneDriveが使えます。第1回パソコン講習会で1ユーザー
につき1ライセンスキーおよびパスワードをお渡しします。再インストールの際に必要になるの
で、大切に保管してください。この商品は有期のライセンスであり、ライセンス期間終了後大学
院等に進学するなどで継続使用を希望される場合は、追加でライセンスを購入することで使
用する事が出来ます。

大学でパソコンを買う際に自分の使用用途によってはハイスペックなパソコンが必要な方もいます。
具体的には、動画編集や画像編集、プログラミングなどのより処理速度を必要とする方に向けて、高性能な機種も
ご用意しました。
Surface Laptop3は一般的なノートパソコンですが、高品質な部材を使って設計され、
長時間の作業でも疲れないよう使い心地にこだわったパソコンです。

Microsoft Surface Laptop3

Windows10 pro1Point!

CPU 第10世代Corei52Point!

メモリ 8GB3Point!

SSD 256GB4Point!

Office365 Pro Plus
インストール済み(4年間)

5Point!

●こちらの商品は入学準備説明会で実際に操作できます！●

画　　面 ： 13.5インチ / タッチ式ディスプレイ
重　　量 ： 約1.3kg
バッテリー ： 約11.5時間
端　　子 ： microSDカードリーダー
　　　　　USB3.0×1・USB-C×1

どんな作業にも耐える高性能パソコン

※2024年3月31日までの期間限定ライセンスです。自分が所有するデバイスのうち最大
5PC/Mac+5タブレット+5スマートフォンにインストール可能です。月次でアップデートにより
機能追加がされますのでライセンス期間中は常に最新のOfficeを使用できます。ライセンス期
間中は、１ユーザーにつき１TBまでOneDriveが使えます。第1回パソコン講習会で1ユーザー
につき1ライセンスキーおよびパスワードをお渡しします。再インストールの際に必要になるの
で、大切に保管してください。この商品は有期のライセンスであり、ライセンス期間終了後大学
院等に進学するなどで継続使用を希望される場合は、追加でライセンスを購入することで使
用する事が出来ます。

Surface Pro7 & Surface Laptop3の性能比較

項　目 Surface Laptop3Surface Pro7

Intel Core(第10世代)
～ データの処理速度 ～ Core i5Core i3

メモリ
～ 一度にできる作業量 ～ 8GB4GB

SSD
～ パソコンに保存できる容量 ～ 256GB128GB

特　徴 ノートPCタブレットPC

センパイの声
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6.大学生協オリジナルパソコンの案内
（Surface Pro7） 7.大学生協オリジナルパソコンの案内

（Surface Laptop3）

大学入学を機に自分専用のノートパソコンを持つことをおすすめしています。
Surface Pro7はノートパソコンとタブレットを1台でこなす2in1パソコンです。パソコンを初めて購入する方や
パソコンを使うことが心配な方向けのパソコンです。
背面のキックスタンドは自由に角度調整ができ、机の上に限らず様々な場所で使うことができます。
大学の中で、外で、いつでもどこでも一人ひとりの学びをサポートします。

Microsoft Surface Pro7

Windows10 pro1Point!

CPU 第10世代Corei32Point!

メモリ 4GB3Point!

SSD 128GB4Point!

Office365 Pro Plus
インストール済み(4年間)

5Point!

●こちらの商品は入学準備説明会で実際に操作できます！●

私は大学に入学する前、将来IT系の職業につかない限り大学でパソコンは使わないだろうと思っていました。しかし、
大学の講義によっては、課題を「レポートで提出しなさい。」と言われることがあり、そのレポートをWordで作成し、パソ
コンからメールで提出すこがあります。また、年に1回ゼミ対抗のプレゼン大会があり、PowerPointでスライドを作成し
て発表することもあります。なので、大学生活にパソコンは必要です。さっきも言った通り大学生活ではパソコンを使う
ことが増えるので、自分のノートパソコンがあると、時間や場所を気にすることなく使えます。そこで、私は大学生協で
Surfaceを購入しました。最初は少し金額が高いなと思っていましたが、WordやPowerPointなどのソフトが付いてき
たり、セットアップをしてくれていたりと、パソコン初心者の私はとても嬉しかったので、もし初めてパソコンを購入する
人にはおすすめです。

法学部法律学科 / 新2年生 藤光 健斗

画　　面 ： 12.3インチ / タッチ式ディスプレイ
重　　量 ： 約1.1kg(カバー含む)
バッテリー ： 約10.5時間
端　　子 ： microSDカードリーダー
　　　　   USB3.0×1・USB-C×1
付  属  品 ： Surfaceペン
　　　　　専用Type Cover(キーボード)

いつでもどこでも快適に使える2in1スタイル！

※2024年3月31日までの期間限定ライセンスです。自分が所有するデバイスのうち最大
5PC/Mac+5タブレット+5スマートフォンにインストール可能です。月次でアップデートにより
機能追加がされますのでライセンス期間中は常に最新のOfficeを使用できます。ライセンス期
間中は、１ユーザーにつき１TBまでOneDriveが使えます。第1回パソコン講習会で1ユーザー
につき1ライセンスキーおよびパスワードをお渡しします。再インストールの際に必要になるの
で、大切に保管してください。この商品は有期のライセンスであり、ライセンス期間終了後大学
院等に進学するなどで継続使用を希望される場合は、追加でライセンスを購入することで使
用する事が出来ます。

大学でパソコンを買う際に自分の使用用途によってはハイスペックなパソコンが必要な方もいます。
具体的には、動画編集や画像編集、プログラミングなどのより処理速度を必要とする方に向けて、高性能な機種も
ご用意しました。
Surface Laptop3は一般的なノートパソコンですが、高品質な部材を使って設計され、
長時間の作業でも疲れないよう使い心地にこだわったパソコンです。

Microsoft Surface Laptop3

Windows10 pro1Point!

CPU 第10世代Corei52Point!

メモリ 8GB3Point!

SSD 256GB4Point!

Office365 Pro Plus
インストール済み(4年間)

5Point!

●こちらの商品は入学準備説明会で実際に操作できます！●

画　　面 ： 13.5インチ / タッチ式ディスプレイ
重　　量 ： 約1.3kg
バッテリー ： 約11.5時間
端　　子 ： microSDカードリーダー
　　　　　USB3.0×1・USB-C×1

どんな作業にも耐える高性能パソコン

※2024年3月31日までの期間限定ライセンスです。自分が所有するデバイスのうち最大
5PC/Mac+5タブレット+5スマートフォンにインストール可能です。月次でアップデートにより
機能追加がされますのでライセンス期間中は常に最新のOfficeを使用できます。ライセンス期
間中は、１ユーザーにつき１TBまでOneDriveが使えます。第1回パソコン講習会で1ユーザー
につき1ライセンスキーおよびパスワードをお渡しします。再インストールの際に必要になるの
で、大切に保管してください。この商品は有期のライセンスであり、ライセンス期間終了後大学
院等に進学するなどで継続使用を希望される場合は、追加でライセンスを購入することで使
用する事が出来ます。

Surface Pro7 & Surface Laptop3の性能比較

項　目 Surface Laptop3Surface Pro7

Intel Core(第10世代)
～ データの処理速度 ～ Core i5Core i3

メモリ
～ 一度にできる作業量 ～ 8GB4GB

SSD
～ パソコンに保存できる容量 ～ 256GB128GB

特　徴 ノートPCタブレットPC
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4年間の「メーカー保証」

大学生になると、パソコンでレポートを作ったり、プレゼンテーションを作ったりすることが多くなってきます。
それを、大学やコンビニで印刷すると手間とお金がかかってしまいます。そんなときに、家にプリンタがあると、
自分の好きな時間に好きなだけ印刷することができます。
そこで、九州国際大学生協が厳選した、大学生にぴったりのインクジェット複合プリンターを紹介します。

九州国際大学生協のオリジナルパソコンには、もしもの時の保証が3つ、4年間付いています！

追加料金なし・無料

故障：無料修理　全損：最大2回まで無償交換

正しい使い方をしていてもパソコンは故障してしまうことがあります。このような場合、メーカー保証
が適用されますが、通常メーカーが提供する保証期間は1年間です。しかし、九州国際大学生協では、
安心してお使いいただくために、4年間のメーカー保証をお付けしています。

4年間の「動産保証」

※ 電源アダプター、ペン、タイプカバーは対象外。またバッテリーの劣化による故障は対象外。

「パソコンに飲み物をこぼしてしまった！」などの不注意による故障の場合、メーカー保証は適用され
ませんので、九州国際大学生協では動産保証をお付けしています。水濡れ、落下、過充電による故障
については、最大2回まで無償交換。それ以降は、有料。

安 心
1

安 心
2

メーカー保証が適用されないこんなケースでも
九州国際大学生協のパソコンなら安心です！

パソコンの修理にある程度の期間が必要な場合があります。そこで、九州国際大学生協では、修理
期間中にパソコンがないと不便だという方に代替機の貸出を無料で行っています！
※代替機は購入した機種と異なる場合があります。また、数にも限りがありますので、ご了承ください。

追加料金なし・無料

4年間の「修理期間中の代替機の貸出が無料」安心
3

8.オリジナルパソコンの保証制度

例 パソコンを自転車のカゴに入れて
大学に持ち運びをしていた。

症　　状 … ディスプレイ破損（液晶割れ）
修理金額 … 131,670円
九州国際大学生協のパソコンだと…

追加料金なし・無料

9.プリンタの案内

プリントもコピーもスキャンもこれ1台におまかせ

brother DCP-J981N 大学生協特別モデル

クロだけ印刷4Point!

カラーインクが切れても黒インクが残っていれば、
最長30日間、「クロだけ印刷」ができます！
急なインク切れでも安心です！

ADF搭載
(自動原稿送り機能)

1Point!

大量のレジュメやレポートを
まとめてスキャン・コピーできます！

クラウド連携3Point!

プリンターから
直接クラウドへ
データを送信
いつでもどこでも持ち歩ける

自動両面印刷2Point!

用紙を差し替えることなく
両面印刷できます

接続方法

私はパソコンの購入と同時にこのプリンタを購入しました。もともと自宅にもプリンタはあったの
で最初は購入するつもりはありませんでした。しかし、入学準備説明会に参加したときに、「自
分で作成したレポートや資料を印刷するだけではなく、資料のスキャンもできるプリンタがおす
すめです。」という話を聞いて、購入してみようかなと思いました。最終的にはいろいろ機能がつ
いているのにそこまで金額も高く感じなかったので両親と相談して購入しました。実際、入学し
てから先生からもらった資料をスキャンしたり、写真をスキャンしたりしてパソコンにデータとし
て保存することあります。プリンタ自体の大きさもそこまで大きくなくコンパクトだったので、置き
場所にも困りませんでした。私は自分の部屋の机に置いています。またワイアレスでパソコンか
ら印刷、プリンタからスキャンができるので、配線もスッキリで気になりません。

法学部法律学科
卒業生 浦野 光治

センパイの声
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4年間の「メーカー保証」

大学生になると、パソコンでレポートを作ったり、プレゼンテーションを作ったりすることが多くなってきます。
それを、大学やコンビニで印刷すると手間とお金がかかってしまいます。そんなときに、家にプリンタがあると、
自分の好きな時間に好きなだけ印刷することができます。
そこで、九州国際大学生協が厳選した、大学生にぴったりのインクジェット複合プリンターを紹介します。

九州国際大学生協のオリジナルパソコンには、もしもの時の保証が3つ、4年間付いています！

追加料金なし・無料

故障：無料修理　全損：最大2回まで無償交換

正しい使い方をしていてもパソコンは故障してしまうことがあります。このような場合、メーカー保証
が適用されますが、通常メーカーが提供する保証期間は1年間です。しかし、九州国際大学生協では、
安心してお使いいただくために、4年間のメーカー保証をお付けしています。

4年間の「動産保証」

※ 電源アダプター、ペン、タイプカバーは対象外。またバッテリーの劣化による故障は対象外。

「パソコンに飲み物をこぼしてしまった！」などの不注意による故障の場合、メーカー保証は適用され
ませんので、九州国際大学生協では動産保証をお付けしています。水濡れ、落下、過充電による故障
については、最大2回まで無償交換。それ以降は、有料。

安 心
1

安 心
2

メーカー保証が適用されないこんなケースでも
九州国際大学生協のパソコンなら安心です！

パソコンの修理にある程度の期間が必要な場合があります。そこで、九州国際大学生協では、修理
期間中にパソコンがないと不便だという方に代替機の貸出を無料で行っています！
※代替機は購入した機種と異なる場合があります。また、数にも限りがありますので、ご了承ください。

追加料金なし・無料

4年間の「修理期間中の代替機の貸出が無料」安心
3

8.オリジナルパソコンの保証制度

例 パソコンを自転車のカゴに入れて
大学に持ち運びをしていた。

症　　状 … ディスプレイ破損（液晶割れ）
修理金額 … 131,670円
九州国際大学生協のパソコンだと…

追加料金なし・無料

9.プリンタの案内

プリントもコピーもスキャンもこれ1台におまかせ

brother DCP-J981N 大学生協特別モデル

クロだけ印刷4Point!

カラーインクが切れても黒インクが残っていれば、
最長30日間、「クロだけ印刷」ができます！
急なインク切れでも安心です！

ADF搭載
(自動原稿送り機能)

1Point!

大量のレジュメやレポートを
まとめてスキャン・コピーできます！

クラウド連携3Point!

プリンターから
直接クラウドへ
データを送信
いつでもどこでも持ち歩ける

自動両面印刷2Point!

用紙を差し替えることなく
両面印刷できます

接続方法

私はパソコンの購入と同時にこのプリンタを購入しました。もともと自宅にもプリンタはあったの
で最初は購入するつもりはありませんでした。しかし、入学準備説明会に参加したときに、「自
分で作成したレポートや資料を印刷するだけではなく、資料のスキャンもできるプリンタがおす
すめです。」という話を聞いて、購入してみようかなと思いました。最終的にはいろいろ機能がつ
いているのにそこまで金額も高く感じなかったので両親と相談して購入しました。実際、入学し
てから先生からもらった資料をスキャンしたり、写真をスキャンしたりしてパソコンにデータとし
て保存することあります。プリンタ自体の大きさもそこまで大きくなくコンパクトだったので、置き
場所にも困りませんでした。私は自分の部屋の机に置いています。またワイアレスでパソコンか
ら印刷、プリンタからスキャンができるので、配線もスッキリで気になりません。

法学部法律学科
卒業生 浦野 光治

センパイの声
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