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～ お申込み方法のご案内 ～

1

新入生・保護者のみなさまへ

予定台数に達した時点で終了と
なります。お申込みはお早目に！

生協推奨
パソコン
電子辞書
のご案内

2019年度版

東洋大学生活協同組合
https://toyocoop.jp

重 要
保護者の方と
ご一緒に
ご覧ください

台数限定
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。

webよりお申込みください https://toyocoop.jp/admission

※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。

～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、info@toyocoop.jp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。

2
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。

メールにて受付番号をお送りいたします

※携帯電話・スマートフォンからお申込みの方へ

3
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。

72時間以内に最寄りのコンビニエンスストアにて
お支払いください

4
1週間を過ぎてお届けが確認できない場合は、 toyo.pc@fc.univcoop.or.jp まで
お問合せください。

お支払い確認後、1週間以内に発送いたします

問い合わせメールアドレス toyo.pc@fc.univcoop.or.jp
※お問い合わせの際には、受験番号・氏名・ご連絡先（電話番号）をご記載ください。
　なお、件名はお問い合わせ内容により「パソコンについて」「電子辞書について」のようにご表記をお願いいたします。

大学生のことを一番よく知っている
大学生協がオススメします！
４年間安心して使える
パソコンと電子辞書です

AK

申込期間

第１期２/１（金）̶ 2/28（日）
第３期 3/26（火）̶ 4/１2（金）第４期 4/１3（土）̶ 5/１7（金）

第２期 3/１（金）̶ 3/25（月）

2/  1（金）～2/28（木）第１期
3/  1（金）～3/25（月）第２期
3/26（火）～4/12（金）第３期
4/13（土）～5/17（金）第４期
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ToyoNet-G
（学務システム）

学習や学生生活を支援するシステムです。大学のＰＣ教室のパソコンや
自宅のパソコンからインターネット経由で利用します。
●教務に関する機能……………
●個人情報に関する機能………
●学生生活に関する機能………
●キャリア支援に関する機能…

履修登録や成績表の確認、実習登録、休講・補講情報の確認、試験時間割表の確認
学生情報確認、奨学生情報の確認、健康診断結果の確認
サークルの登録、サークルの活動報告
求人情報の照会、キャリアイベント情報の申込、就職活動の報告、進路決定の報告

ToyoNet-ACE
（授業支援システム）

予習や復習など、授業を側面から支援するための仕組みです。授業に関連する資料の配布や
課題のオンライン提出などで活用しています。出席カードやアンケートにも対応しています。
●レポート、小テスト……………
●ポートフォリオ………………

授業での理解度を確認するために、提出課題を課せられます。
これまでに提出した課題を通じて、学びの振り返りに活用します。

●蔵書検索システム……………本学にある約154万冊の所蔵図書を検索、貸出・予約・文献複写・現物貸借の状況確認図書館ＯＰＡシステム

ToyoNetメール 教育・研究用メールシステムとして、東洋大学のメールアカウントを付与しています。
（※就職活動など本学の学生として対外的な場にメールをするときに信用が得られます。）

　いよいよ大学生活がスタートします。東洋大学での4年
間を通じて、様々な学び、経験を積み重ね、広く社会に貢献
できる人材として卒業されることを期待しています。
　現代は情報社会です。大学での学修も情報化が進んでお
り、パーソナルコンピューターの活用機会が格段に増えるこ
とは間違いありません。具体例を挙げると、まず講義の中で
は多くの課題、レポートが課されることになりますが、その
多くはデータ形式での提出が求められます。当然、その中で
は研究データや参考画像を資料として挿入することも多く、
統計ソフトや画像処理ソフトを使用します。また、内容をま
とめる上では、様々な文献を調べる必要もあります。そんな
時には、本学図書館が契約しているデータベースやインター
ネットを活用し文献検索することも欠かせない作業となり
ます。さらに、学年進行とともに、ゼミナールでの発表の機
会も増え、発表資料作成では、プレゼンテーションソフトを
利用します、発表に向けて、時にはグループで資料を纏め上
げることもあります。間もなく始まる履修登録も、Webシス

テム（ToyoNet-G）で行います。講義でも授業支援システム
（ToyoNet-ACE）が講義の予習、復習、講義資料の配布、課
題、レポート提出のために活用されています。3年生になる
と就職に向け、企業調査、求人情報検索、Webによる説明
会等へのエントリーなどの活動がスタートします。以上の
様に4年間を通じてパソコンの活用は不可欠です。
　東洋大学では、前述した皆さんの学修をサポートするた
めの情報システムや施設設備など、情報環境整備にも積極
的に取り組んでいます。それぞれのキャンパスでは、学習の
ためパソコン教室はもちろん、各キャンパスの図書館には
ラーニングコモンズ*1を整備しています。こうした施設を
日々、多くの先輩たちが利用しており、時間帯によっては大
変混雑していることも有ります。そんな時には、携帯性に優
れたノートパソコンが活躍します。学内にはインターネット
へのアクセスを可能にする無線LANアクセスポイントを洋
書に設置していますので、モバイル環境においてもインター
ネットを活用することが可能です。

【用語説明】
※1　ラーニングコモンズ・・・複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイ

ルを可能にする「場」を提供するもの。その際、コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、それらを使った学習の自学
自習を図書館職員によるサービスも提供する。（文部科学省用語解説より）

大学生活で利用する主なシステム

東洋大学情報システム部
　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製品です。
ですから、正しい使い方をしていても、どうし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
保証ですが、ほとんどのケースが１年間の保証期間。そこで大学生協
では、入学時に購入したパソコンを卒業まで安心して使えるように、
メーカー保証を４年間に延長しています。

自然故障に対応する
長期メーカー保証

不注意による故障などを
カバーする動産保証

こんな「うっかり故障」が、
少ない自己負担金で修理できる

保証内容や保証限度額、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。

自然故障は使用年数に応じて増えてくる

安心の保証が
ついていても

パソコンは大切に
使ってください。

パソコンが治っても
データは復旧できない
ことがあります。
バックアップは
必ず取って
おきましょう。

2016 年 4月から 2017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）

　パソコン自然故障の件数は、下のグラフが示すように、使用年
数に応じて増加してきます。故障箇所としては、記憶装置、キーボー
ド、液晶ディスプレイ、DVD ドライブなどが主なものとして挙
げられます。３年生・４年生と高学年になるほど、パソコンの仕
様頻度や重要性がたかまってきますの
で、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、大きな安心感
です。

パソコンを閉じる時に
筆記具を挟んでしまった

症状：液晶画面破損（亀裂が入った）
修理費用：75,924 円のところ
自己負担金：5,000 円

事例 1 自転車のカゴから
落としてしまった

症状：電源が入らない、
　　　DVD ドライブ破損など
修理費用：29,268 円のところ
自己負担金：5,000 円

事例 2

■購入後４年目にあたり、保証限度額が 60,000 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となります。

操作中にお茶を
こぼしてしまった

症状：画面表示不良
修理費用：72,684 円のところ
自己負担金：17,684 円

事例 3

修
理
件
数

1年生

581 569

958

1,409

2年生 3年生 4年生

　大事に扱っているつもりでも、誰にでも「ついうっかり」ということは
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、知
らずにペンなどの異物を挟んでパソコンを閉じてしまう、といった不注意
による事故は後を経ちません。
こうした故障や破損、さらには盗
難を卒業までの４年間カバーする
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、修理不能の場合は再購入の
補助も用意されています。



東洋大学生協　赤羽台学生委員会　赤羽台キャンパスのパソコン事情

　赤羽台キャンパスでの授業は基本的に全てパソコン
で行われます。レポートなどの課題提出や授業の出席
確認もパソコンで行います。そのため、パソコンの性能
が普段のキャンパスライフを大きく左右します。
　入学したら1人1つのアカウントを持ち、そのアカウン
トで資料をダウンロードしたり提出したりします。授業
資料はMOOCsやGoogle driveに掲載されているの
で、教科書や配布資料はほとんどないです。授業内の
メモ、ノート等もパソコンでとります。Wordや

PowerPoint、OneNoteを使うことが多いので、オフィ
スソフトが欠かせません。その他の授業で使うアプリ
ケーションは、授業内にダウンロードをするので、事前
にセットアップしておく必要のあるのはオフィスソフト
やセキュリティソフトです。
　入学してから、パソコンが故障するケースも多々あり
ます。パソコンが故障してしまうと、授業に支障がある
ので、万が一故障した時のために必ず保証に加入しま
しょう。
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赤羽台キャンパスのパソコン事情編

●エンジニアリングコースでは…
　仮想環境やコマンドを使っての作業が多いです。ア
プリーション（vscode, v i r tua lbox , ubuntu,  
wiresharkなど）を使っての作業なので、バッテリーの
減りが早いです。また高度な作業なので、スペックも高
ければ高い方が良いです。メモリは最低8GBですが、
余裕があれば16GBあると動作がサクサクです。タイプ
作業がメインなのでタッチパネルなど特殊な機能は使
うことはないです。

●デザインコースでは…
　デザインソフト（Illustrator, Photoshop, フュービョ
ン360など）を使って、平面から立体のあらゆるデザイ
ンを行う授業がメインです。デザインのソフトなので容
量が重く、動作中はパソコンの処理能力（CPU稼働）
のほとんどを使ってしまいます。そのため、バッテリーの
減りも著しいです。充電器の携帯は必須です。作品1つ
ひとつのフォルダも容量が大きいので、HDDやSSDも
容量の大きいものがよいです。

●ビジネスコースでは…
　統計の授業では、膨大なデータを用いた解析を行い
ます。これらはプログラムを作成し、散布図やクラスタ
リング、相関や回帰などを自動で求める演習の授業で
す。手計算では求められないほどの多量のデータを自
分のパソコン上で操るので、読み込み速度がとても重
要です。

●シビルシステムコースでは…
　都市の未来に目を向けて、問題点や改善策を自分た
ちで見つけて発表する授業が多いです。また、CO2排
出量の計算などでExcelを使い、実際にシミュレーショ
ンする授業もあります。このため、オフィスソフトが必須
になります。AutoCADや地域経済分析システム
RESAS、Google Earthなどのソフトも利用することが
あるので、授業によってはバッテリーの消耗が早いこと
も。資料は全てPDFなので、タッチパネルがあるとより
楽かなと思います。

コース別ならではの使い方編

●充電を忘れずに！バッテリーの持ちもチェック！
　→授業中は基本的にバッテリー駆動で作業をするた
め、1日中授業があると充電が必要になることも。その
ため、バッテリー性能には特にこだわりましょう。長け
れば長い方が良いです。充電器を忘れてしまった！とい
うことも日常茶飯事なので、2つ持っていると学校用と
自宅用で使い分けできて忘れる心配も減りますよ。

●HDMI端子または変換器は必須！
　→授業ではプレゼンテーションが多く、自分のPC画
面をプロジェクターに表示して行うことも。赤羽台キャ
ンパスのプロジェクターは全てHDMI端子で統一され
ているので、パソコンにHDMI端子がある方がプレゼ
ンがスマートにできます。友達との変換器の貸し借りも
できますが、1つ自分で持っていると便利です。

●マウスがあるとないじゃ違う！
　→コースや授業によってもマチマチですが、デザイン
系の授業では細かい作業が多いのでマウスがあると
作業がしやすいです。持ち運びにも便利なワイヤレスタ
イプがあると良いでしょう。

●タッチパネルはお好みで！
　→タッチパネル搭載のPCもありますが、授業でタッ
チパネルを使うことはないです。先生から公開される授
業資料の多くはPDF形式なので、タッチパネルだと書
き込みがスムーズにできたり、より直感的に作業できる
と思います。

在学生が教えるPCのアドバイス編

　各コース専用のソフトを使うなど、特有の使い方をしています。
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パナソニック SV7

▶故障しても安心
　メーカー4年保証
▶壊れても安心
　4年間の動産補償付

CPU ： Intel Core i5-8250U
メモリ ： 8GB（増設は出来ません）
SSD ： 256GB
OS ： Windows10Home（日本語版）64ビット
デスプレイ ： 12.1型（16:10）WUXGA 
　　　　　　TFTカラー液晶（1920×1200ドット）
光学ドライブ ： DVDスーパーマルチドライブ内臓
バッテリー駆動時間 ： 約14時間（附属のバッテリーパック(S)装着時）
重量 ： 0.999kg（附属のバッテリーパック(S)(255g)装着時）
ワイヤレス通信/カメラ ： 
　　　IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠
　　　Bluetooth v4.2、顔認識対応カメラ･Webカメラ内臓

主なスペック

プリンターセット

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

生協は東洋大学の学生のパソコン活用をサポートします！
生協では皆さんのご希望に沿えるようWindowsとMacの2機種を提案いたします。

1生協推奨機種のご案内

169,800円（税込）
大学生協パソコン購入応援プラン大学生協パソコン購入応援プラン

本プランは大学生協パソコンにWiMAX2+（2年契約）を同時にお申込みいただき、回線開通後に上記のパソコン代金から
5万円キャッシュバックできるプランです。 ※インターネット回線をすでにお持ちの方はお申込みにならないでください。
●詳しくは推奨パソコン専用サイト（2019年2月オープン予定）をご覧ください。
☆本プランをお申込みにならなくてもパソコンのご購入は出来ます。

価格

エプソン EP－710A

セット価格 178,600円（税込）
プリント・コピー・スキャンの機能を備えた標準プリンター
（USB接続、無線LAN対応）

セット価格 199,600円（税込）
より高画質の印刷と機能の充実した高性能プリンター
（USB接続、有線・無線LAN対応）

エプソン EW－M571TWU

大学4年生大学4年生

新入学生向け教材プリンター

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,0001,0000
（枚数）

授業資料、レポート、
試験対策、ゼミ資料、
課外活動

授業資料、レポート、
試験対策、ゼミ資料、
課外活動、卒論

授業資料、レポート、
試験対策、ゼミ資料、
課外活動、卒論、
就職活動

授業資料、レポート、
試験対策

大学3年生大学3年生

大学2年生大学2年生

大学1年生大学1年生

ご入学

ご卒業

印刷物例

印刷物例

印刷物例

印刷物例

の

差がでます！差がでます！

EP-710Aと比較して

EP-710AEP-710AEW-M571TWU

コスト逆転！ページ
印刷で
ページ
印刷で1,490約約

約10,000ページ印刷したら

※1：EP-710A：ブラック5本、シアン2本、マゼンタ4本、イエロー4本、ライトシアン4本、ライトマゼンタ2本　＊この記載は各プリンターとPC（同機種・同価格モデル）のセットモデルの価格と印刷枚数に係るインクコストの合計値をトータルコストとして示したものであり、エプソン独自に算出したシミュレーション値です。EW-M571TWU、EP-710Ａ の1 枚あたりの印刷コストの測定データ及び測定条件についてはホームページをご確認下さい。
※2：参考価格はエプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）での販売価格（2018年9月26日現在）であり、各販売店での販売価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。 ※3：初回同梱インクボトルは、追加購入ボトルと同等品が同梱されていますが、プリンターを初めて使用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにもインクが消費されます。

EP-710A

約  万円の12.8

トータルコストのシミュレーションをしました！！
EW-M571TWU  と EP-710A コスト比較

+ＰＣ プリンター セット価格 プリンターランニングコスト

EW-M571TWU

エコタンク搭載

ボトルからカンタン補充！

約21本約21本※1
追加インクカートリッジ

A4カラー文書 印刷可能ページ数
カラーインク ブラックインク

約12,000ページ 約15,000ページ

EW-M571TWU インク２セットインク２セット
※3

EP-710A

単品インク159本分単品インク159本分 オープンプライス
参考価格※2 ※2：エプソンダイレクト

　   ショップ販売価格930円（税別）
＊消耗品1本あたりの価格

EW-M571TWU

1-Bセットには、購入時にインク２セット同梱されます。
（カラーインクA4約12,000ページ／ブラックインクA4約15,000ページ分）

-Aセット1

-Bセット1
話題の「エコタンク方式」印刷コストを90%カット

※インクのコスト比較は2018年9月現在のエプソン直販価格に基づくものです。

台数限定 パソコンを衝撃や
傷から守る

インナーケース付

レポートや論文を書く際にカーソ
ルをあわせたり、プレゼンテー
ション資料などで画像を動かした
り、細かい作業をするときにも役
立ちます。左右対称の丸いフォル
ムで手になじむ、使いやすいワイ
ヤレスマウスです。

マウス

サンワサプライ
MA-WBL41BK
価格 1,500円（税込）
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AppleMacBook Air
CPU ： Intel Core-i5
メモリ ： 8GB
SSD ： 128GB
OS ： MacOS 最新版
デスプレイ ： 13.3型Retinaディスプレイ
光学ドライブ ： 無し
バッテリー駆動時間 ： 約12時間
重量 ： 約1.25kg
Microsoft Office

主なスペック

生協は東洋大学の学生のパソコン活用をサポートします！
生協では皆さんのご希望に沿えるようWindowsとMacの2機種を提案いたします。

2生協推奨機種のご案内

165,800円（税込）
大学生協パソコン購入応援プラン大学生協パソコン購入応援プラン

本プランは大学生協パソコンにWiMAX2+（2年契約）を同時にお申込みいただき、回線開通後に上記のパソコン代金から
5万円キャッシュバックできるプランです。 ※インターネット回線をすでにお持ちの方はお申込みにならないでください。
●詳しくは推奨パソコン専用サイト（2018年2月オープン予定）をご覧ください。
☆本プランをお申込みにならなくてもパソコンのご購入は出来ます。

価格

台数限定 パソコンを衝撃や
傷から守る

インナーケース付

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

▶故障しても安心
　メーカー1年保証
　+3年延長保証
▶壊れても安心
　4年間の
　動産補償付

Retinaディスプレイで
鮮やかな画面に！

iPhoneと連動して
使いたい方に！

プリンターセット

エプソン EP－710A

セット価格 174,600円（税込）
プリント・コピー・スキャンの機能を備えた標準プリンター
（USB接続、無線LAN対応）

セット価格 195,600円（税込）
より高画質の印刷と機能の充実した高性能プリンター
（USB接続、有線・無線LAN対応）

エプソン EW－M571TWU

大学4年生大学4年生

新入学生向け教材プリンター

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,0001,0000
（枚数）

授業資料、レポート、
試験対策、ゼミ資料、
課外活動

授業資料、レポート、
試験対策、ゼミ資料、
課外活動、卒論

授業資料、レポート、
試験対策、ゼミ資料、
課外活動、卒論、
就職活動

授業資料、レポート、
試験対策

大学3年生大学3年生

大学2年生大学2年生

大学1年生大学1年生

ご入学

ご卒業

印刷物例

印刷物例

印刷物例

印刷物例

の

差がでます！差がでます！

EP-710Aと比較して

EP-710AEP-710AEW-M571TWU

コスト逆転！ページ
印刷で
ページ
印刷で1,490約約

約10,000ページ印刷したら

※1：EP-710A：ブラック5本、シアン2本、マゼンタ4本、イエロー4本、ライトシアン4本、ライトマゼンタ2本　＊この記載は各プリンターとPC（同機種・同価格モデル）のセットモデルの価格と印刷枚数に係るインクコストの合計値をトータルコストとして示したものであり、エプソン独自に算出したシミュレーション値です。EW-M571TWU、EP-710Ａ の1 枚あたりの印刷コストの測定データ及び測定条件についてはホームページをご確認下さい。
※2：参考価格はエプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）での販売価格（2018年9月26日現在）であり、各販売店での販売価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。 ※3：初回同梱インクボトルは、追加購入ボトルと同等品が同梱されていますが、プリンターを初めて使用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにもインクが消費されます。

EP-710A

約  万円の12.8

トータルコストのシミュレーションをしました！！
EW-M571TWU  と EP-710A コスト比較

+ＰＣ プリンター セット価格 プリンターランニングコスト

EW-M571TWU

エコタンク搭載

ボトルからカンタン補充！

約21本約21本※1
追加インクカートリッジ

A4カラー文書 印刷可能ページ数
カラーインク ブラックインク

約12,000ページ 約15,000ページ

EW-M571TWU インク２セットインク２セット
※3

EP-710A

単品インク159本分単品インク159本分 オープンプライス
参考価格※2 ※2：エプソンダイレクト

　   ショップ販売価格930円（税別）
＊消耗品1本あたりの価格

EW-M571TWU

1-Bセットには、購入時にインク２セット同梱されます。
（カラーインクA4約12,000ページ／ブラックインクA4約15,000ページ分）

-Aセット２

-Bセット２
話題の「エコタンク方式」印刷コストを90%カット

※インクのコスト比較は2018年9月現在のエプソン直販価格に基づくものです。

このパソコンにはＤＶＤドライブ
は装備されていません。
CDやDVDを視聴するためには
外付ドライブが必要です。

外付DVDドライブ

ロジテック
LDR－PMJ8U2VWH
価格 3,680円（税込）
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お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

パソコンをさらに快適に活用するために

TOEICスターターキットPlus

● 企業で必要とされる英語を身につけるには、3年生・4年生になって始めたのでは間に合いません。
4年間の第一歩はここキットで始めましょう。 

● アカデミックパック受講者専用WEBサイト（スマートフォン対応）で、いつでもどこでも皆さんの継続
学習をサポートします。 
　 ☆TOEIC必須単語ドリル:TOEICのスコアアップには欠かせない
「語彙学習」をゲーム形式で復習できます。 

　 ☆レッスンビデオ動画:TOEIC・英語学習のエキスパート
が動画レッスンを実施。毎回3～5分程度で、移動中や
隙間時間を活用して学習することができます。 

● カウンセリング（WEB・書面）:学習前の《プランニングシー
ト》、学習後の《ステップアップシート》を基に専門の英語学
習アドバイザーが、ひとりひとり丁寧にアドバイスをします。 

● 学習サポートサイト（スマホ対応）:アカデミックパック学習
者専用の個別相談窓口を開設し、学習期間中は何度でも
相談を受け付けてくれます。

   

高校まではあまりなじみのなかったTOEICですが、大学では重要なテストです。
TOEICのスコアアップのためには日頃からテスト形式に慣れるトレーニングをしておくことが重要です。
TOEICスターターキットPlusは継続して学習できるような工夫がされています。

価格 9,800円（税込）

Office365 ProPlus

これからの大学生活では、Office機能を使う機会が増えてきます。

Office365のインストールにあたっては、使用ルールを遵守の上で利用しましょう！

http://www.toyo.ac.jp/toyonet/information/software/

※利用は在学期間中に限られます。卒業されると利用権限がなくなりますのでご注意ください。
※アカウントが削除されると、データが消去され復元することができませんので、定期的にデータのバックアップを！
※取得したソフトウェアの複製・頒布は禁止です！
※サービス内容は予告なく変更される場合がございます。

東洋大学の学生は、入学後包括契約の特典により自分のパソコンへ
Office365 Proplusをインストールすることができます。

詳しくは東洋大学HPにてご確認ください。

35,500
39,300

情報連携学部の方にオススメ！


