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～ お申込み方法のご案内 ～
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新入生・保護者のみなさまへ

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

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
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保護者の方と
ご一緒に

ご覧ください
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大学生になったら「自分専用」のパソコン
東洋大学情報システム部から新入生の皆様へ
先生方からのご推薦
大学生活でのパソコン事情
生協のパソコンは、安心の在学4年間保証
生協推奨パソコンのここがオススメ
生協推奨機種のご案内　①富士通SHシリーズ
生協推奨機種のご案内　②Apple MacBookAir
パソコンをさらに快適に活用するために
大学生向け電子辞書のご案内
価格一覧
パソコンの初期設定／講習会について
お申込み・お支払いについて

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。
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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

5
　講習会の日時会場は決定次第、推奨パソコン専用サイトにて掲載いたします。ご参加希望の
方はサイト上にてご予約をお願いいたします。
　ご郵送物をご確認いただき、届いたパソコンを開封・初期設定（セットアップ）したうえでご持
参し、講習会会場へお越しください。その際、あらかじめ充電も十分にお願いいたします。
　なお、プリンタはご登録いただきました住所へ別途発送いたします（確実なお届けのため、玄
関に表札をお出しください）。

　講習会では学内ネットワークの使い方や、パソコンをより有効に活用する学び方について
説明いたします。ご都合の付く方は是非お越しください。

※講習会の日時は学事の都合により変更となる場合があります。

Q パソコン講習会は必ず参加しなければなりませんか?

A 講習会の参加は任意です。

後日、パソコン講習会のご案内をweb掲載いたします

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。

AS

2/  1（金）～2/28（木）第１期
3/26（火）～4/12（金）第３期

3/  1（金）～3/25（月）第２期
4/13（土）～5/17（金）第４期

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）



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
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大学生になったら
「自分専用のパソコン」が必要です

レポート、プレゼン、卒業論文、あらゆるシーンでパソコンは必須
4年では卒業論文があります。（卒論が無
い学部の方もいらっしゃると思います）
ネットで資料を調べたり、何ページもの文
章を打ち込む作業が長い間続くので、個人
のパソコンは持っていたほうが良いと思い
ます。

就職活動にもパソコンが不可欠です
3年の後期からは就職活動でもパソコンを利用していました。就活準備サイ
トがオープンし、インターンシップなどの登録やエントリーシートのダウン
ロードなど、ネットを活用しないとできないものも沢山あります。また、ネット
からの企業説明会申し込みには自己PRなどを添付してメール送信するもの
もあり、パソコンは必要不可欠なものになってきます。企業とのやりとりには
PCメールアドレスも必要になり、個人のパソコンがあるだけで就職活動の負
担はかなり軽くなると思います。

講義で出題される課題はWordやExcelが圧倒的
2年になると授業では筆記テストよりもレポートで成績をつける授業が多
くなり、ほぼ毎日パソコンに向かってレポートを作成していました。また、パ
ソコン実技の授業もこの頃に受けていたので、エクセルやパワーポイント
などでの課題提出も増えました。3年から4年にかけてはこれよりもパソコ
ンを使う機会が増えてくるので2年生までに大体の操作に慣れておくのが
重要だと思います。

大学生活ではパソコンが大活躍
入学時に履修登録があります。履修登録に関しては東洋大学のサイトから
登録をするので、インターネット環境が不可欠になります。また、1年の最初
の授業からレポートを課す授業も少なくありません。最近では手書きのレ
ポートは不可という課題もあるので、普段から自分の好きなときに使える
パソコンがあるととても便利です。

国際地域学部 国際地域学科 
新井 悠利さん

ご協力
いただいた

先輩

４年生
就職活動

内定先との連絡

卒業論文

プレゼンテーション

レポート

３年生
就職活動

企業との連絡

プレゼンテーション

レポート

２年生
履修登録

ゼミ

レポート

１年生
履修登録

レポート登録

パソコンは大学生には必要なものとなっています。
まず、大学生に必要な履修登録は東洋大学ではスマートフォンからの登録はできず、パソコンからのみとなっています。学校が
ない時期に登録をするため、わざわざ学校に来るよりも、自宅で登録する方が楽だと思います。
また、私が所属する国際経済学科では一年次にデータ分析の授業があります。ほぼ毎回課題の提出があり、Word、Excel、統
計分析ソフトの使い方を学びます。授業の内容を復習するためにパソコンを使うことが多いです。また、ゼミの授業やレポート
などでもWordやExcel、PowerPointを使います。学校でも出来なくはありませんが、大学のパソコンの数は限られており、学
期末には使いたい人が多すぎて使えないときもあります。また私の所属するゼミナールではほぼ毎回課題が出ており、Excelや
Wordを作成することが多いため私にとってパソコンは必需品となっています。経済学部では分析を行うことも多いためパソ
コンは必要だと思います。そのため、パソコンを購入することをオススメします。 (経済学部 国際経済学科)

先輩が語ってくれたように、大学では自分専用のパソコンの重要性が高くなり、新たな使用目的も生まれてきます。
ここで、東洋大学の先輩が大学生活で4年間のパソコンの重要性や利用シーンを紹介します。
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先生、先輩学生からのご推薦

ライフデザイン学部　人間環境デザイン学科　准教授

柏樹　良 先生

皆さんは大学の課題やレポート作成を
どのように行っていますか？

　ライフデザイン学部では情報教室にPCを設置し、演
習課題作成やレポート作成などに充分対応できるよう、
すべてのPCに必要なソフトウエアも多数導入していま
す。学部としては今後も機器の性能向上やソフトウエア
の充実に努力し、皆さんに情報教室を有効に活用して
もらい勉学に役立てて欲しいと考えています。しかし、
各学科専攻とも課題の提出時期が重なっていたり、特
に卒業論文や卒業制作の時期ともなると、この情報教
室も大変混み合ってしまいます。また、大学の情報教室
は時間の制限がありますので、自分のペースで作業を
進めることが難しい場合もあります。つまり自分自身の
研究や制作に時間を気にせずじっくりと取り組める環
境を早めに整えておくことは今後の学生生活を充実さ
せるためにとても大切なこととなります。いざ、自分の
PCを手に入れてもインターネットの閲覧とメールだけ
ではスマートフォンの方が便利でしょう。PCを使用する
目的は課題、レポートの作成にあるわけですからそれ
らを作成するためのソフトウエアが必要になります。　
大学の情報教室のPCに導入されているソフトウエアは
Microsoft Officeのようなドキュメント作成の基本的
なものからデータ解析用のソフトウエアまで、また人間
環境デザイン学科ではイラストレイターに代表される
Adobe社の各種専門ソフト、製図や模型作成のための
２D／３DCADソフトまで各種演習に必要十分なソフ

トウェアが導入されています。ですが、これらのソフトウ
エアは高価なものが多く、今までは学生がPCを購入し
てもソフトウエアの購入までは及ばないとの声が聞かれ
ました。このことについては近年まで学部としても苦慮
していましたが、幸いその状況が大きく変化しつつあり
ます。大学に導入されている２D／３DCADソフトのほ
とんどは学生に対する無料版のサービスが開始されて
おり、Adobe社のソフトウエアも販売方法の変更に
よって学生向けに求めやすい価格になってきました。数
年前と比較すると学生にとってソフトウエア導入の経
済的負担は下がってきており良い環境が整ってきてい
るといえます。
　毎年新入生の皆さんへ、東洋大学生活協同組合が
個人向けのノートPCの提案をして下さっています。4年
間のセキュリティ対策ソフトもあらかじめ備わっており、
更に、4年間の大学生活でパソコンを酷使することを想
定して、4年間のメーカー保証（一般的には1年）、不慮
の事故による破損に備えた4年間の動産保険までつい
ています。故障の際にも大学内にある生協にて修理に
出せることも朝霞キャンパスの学生に配慮された内容
となっています。自宅でじっくりと課題やレポートに掛
ける時間を確保していこうと考えるのであれば、この機
会に個人用のPCの購入を検討してみてはどうでしょう
か。

ライフデザイン学部　生活支援学科　3年

伊藤 奏子 さん

自分専用のパソコンは
忙しい大学生には必要不可欠です！

大学生になると、今まで使うことが少なかったパソコ

ンが急に使用頻度が高くなると思います。

在学中でパソコンを使用する場面としては、大学が提

供している学内情報サービスのシステムである

ToyoNetです。東洋大学で学ぶ学生の学習や学生生

活を支援するシステムであり、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が活用できるもので

す。スマホからでもPCからでも見ることができます。

また、レポートや課題を作成するときにも使います。

レポート書き方は授業で教えてくれる場合もあります

が、自分で調べて書くこともありました。学期末に出た

レポートの中では、講義の内容の中から１つ選び、それ

についてレポートを書くというものがありました。学期

末ということもあり、他のテスト勉強や他のレポートも

やらなければならなかったため、テスト勉強は学校で

やって、レポートは家でやるという場面もありました。

また、大学生になるとアルバイトをする人が多いと思い

ますが、アルバイトをしていると、アルバイトをした後に

家でレポートをするということもたまにあります。

授業に関連することだけでなく、サークルや委員会な

どに入ると、その活動の中で、レジュメを作ったり企画

書や報告書を書いたりすることがあると思います。こ

れらの資料を作成する際にもパソコンを使用します。

学校にいる間だけでは完成できないこともあるので、

その時には家で作業したりしています。

このように大学生になると様々な場面でパソコンを

使っていて、様々な場面で活用しています。
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大学生活での
パソコン事情

ご入学おめでとうございます。
都市環境デザイン学科3年の水落祐希です。東洋大
学では授業関係やいろんな情報の確認をネットで行
うことがあります。これから皆さんが日々使うと思わ
れる主な3つのサイトと大学のネットワーク環境を
紹介します。

【 Toyo Net G 】
　まず一つ目は「Toyo Net G」です。主に学生生活
の情報が掲示されます。休講情報や学校からのお知
らせ、連絡などはこのサイトで確認が出来ます。また、
履修登録や半年ごとに出る成績表は、このサイトで発
表されます。

【 Toyo Net Ace 】
　2つ目はToyo Net Aceです。主に授業に関する情
報が掲示されます。自分が履修している授業ごとに項
目があり、授業担当の先生からの連絡、課題の提出は
このサイトから行います。課題のフォーマットがアップ
されたり、提出した課題の成績や、教授からのコメン
トを見る際、このサイトを使います。

【 Toyo Net Mail 】
　3つ目はToyo Net Mailです。東洋大学専用のメー
ルアドレスを用いて、緊急のメール、教授へのメールを

送る時に使います。入学時に一人ひとりに大学専用の
メールアドレスが配布されます。
@マーク以降の部分が東洋大学になっているので、就
職活動の時に企業とのやり取りでも信用があるとい
う話も聞きます。

【 ネットワーク環境 】
　大学内にはいろんなところに無線LANのアクセスポ
イントがあります。パソコンの設定さえ行えば大学の
どこでもインターネットにつなげることが出来ます。

　図書館のパソコンや、自由に使えるパソコンルーム
などはありますが、大学生になるとレポートを提出す
る場面が多くなります。学内のパソコンだと使いたい
時期はみんな一緒なので思うように使えなかったり、
時間の制約もあるのでレポートを作成する際、家でも
作業をすることができた方が時間を有効活用できま
す。そう考えると自分専用のパソコンを持つことがオ
ススメです。Toyo Net Gで紹介した履修登録はスマ
ホからはできずパソコンからしかできないことや、自
室から課題を提出できるという点、家だけでなく電車
や飲食店などでもパソコンを持ち運び使うことがで
きるという点はとても便利なので、自分のパソコンを
持つことをお勧めします。

理工学部都市環境デザイン学科
水落祐希さん

　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。
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安心編
生協推奨パソコンのここがオススメ！

「壊さない」と思っていても・・・
４年間の大学生活、何が起こるかわかりません

『安心』の4年間メーカ
ー

保証&修理中代替機

無料貸出サービス
オス

スメ

1

突然パソコンが起動しなくなった、うっかりしてパソコンにコーヒーをこぼしてしまった。
長い間パソコンを使っていると、こういうトラブルが起こることがあります。
生協推奨パソコンは、４年間安心して使い続けていただけるよう、
保証を充実させ、お困りの際にもすぐに手助けできる万全のサポートをご提供します。

　通常のメーカー保証は1年間ですが、生協推奨
パソコンは4年間の機械トラブルによる故障を何
回でもメーカーが無償で修理致します。
　また、修理中は無料で代替機を貸出いたします。
＊量販店の延長保証はメーカー保証ではありません。回数・
保険金額に制限がありますのでご確認ください。
＊代替機に関しましてはご用意できないこともございます。
生協店舗にてご確認ください。
＊Apple製品に関しましては、メーカー１年保証＋保険にて3
年間の延長保証となります。

4年間対応の
ウイルス対策ソフト

オス
スメ

3

　パソコンを使う上で、もう一つ心配なのがウイ
ルスです。学内ネットワークやインターネットへの
接続にはセキュリティ対策は必須。ウイルス感染に
よりデータがなくなる事例も多く起こっています。
また、自分のパソコンのウイルス感染に気付かず、
学内に感染を拡げてしまう恐れもあります。
　生協推奨パソコンには4年間対応のウイルスバ
スターが入っていますので、期間中の更新手続き
や新規購入をする必要がありません。

『壊した』ときの
４年間動産補償

オス
スメ

2

　メーカー保証で修理が出来るのは機械トラブル
など「壊れた」ときのみ。大学生活の中ではパソコ
ンを落としてしまったり、飲み物をこぼして「壊し
て」しまう方が意外に多いです。そんなときに役立
つのが動産補償。「壊して」しまったときの修理代
金を保険で補償いたします。
　また、留学などで海外にもっていったときの故
障や盗難などの損害時もカバーします。

困ったときは

『大学生協に
 すぐ相談』

オス
スメ

4

　故障・修理の相談は購入した販売店へ持ち込む
のが一般的です。生協推奨パソコンなら修理が必
要になったとき、授業の合間や放課後にパソコンを
生協のお店にお持ち頂くだけでOK。『故障かな？』
と思ったら生協店舗へお気軽にご相談ください。＊MacBook Airには入っていません。

活用編
せっかく購入したＭＹパソコンも
使いこなせなければもったいない！
120％使いこなそう！
自分専用のパソコンを手にしてもインターネット閲覧やSNSだけじゃスマホと同じ
生協推奨パソコンには大学の授業等で活躍するソフト以外にも
語学学習や数年後の就職活動に役立つコンテンツが満載です。

ナレローで
慣れろー！

※富士通SHシリーズのみ搭載

在学中に使用できる

“Office365”
 　　　　を活用しよう

就職活動は
入学後から始まります

!

※富士通SHシリーズのみ搭載

将来のために使える

英語を学ぼう！

　これから大学生活を始める皆さんにとってはま
だまだ先のことと思うかもしれませんが、就職活
動はあっという間に近づいてきます。
そのときになって慌てないように就職活動のノウ
ハウを知っておくと、一歩先ゆく就職活動に望める
はずです。
　生協推奨パソコンには就職活動のアレコレのコ
ンテンツも入っているので今から準備することが
できます!

　東洋大学はスーパーグローバル大学に認定され
ていて英語教育に力を入れています。毎年、何度も
学内でTOEICやTOEFLの試験を実施しています。
特に留学を希望している方はスコアアップが求め
られます。
　英語力アップのために生協推奨パソコンにはス
コアアップのための学習ソフトが入っていて、自分
の都合に合わせて学習することができます。
もちろん大学での授業もしっかり受講しましょう!

　WordやExcelを頻繁に使うといっても文章を
入力したり、数値の集計をするだけでは機能を使
い切れていません。かといってマニュアル本を読む
のも大変です。
　生協推奨パソコンには「ナレロー」というOffice
学習ソフトが入っていますので楽しくゲーム感覚で
様々な機能を学習することができます。
さあ、「ナレロー」で慣れろー！

※富士通SHシリーズのみ搭載

オス
スメ

1

オス
スメ

3 Off
ice

のす
すめ

オス
スメ

2

　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。
　大学では、Wordでのレポート作成や、Excelで
の表やグラフの作成、PowerPointでゼミなどの
発表資料を作成などなど…Officeを使用する機会
が増えます。
　大学生のうちにOffficeスキルを身に着けよう！
インストール手順は、東洋大学HPにてご確認ください。
【http://www.toyo.ac.jp/toyonet/information/software/】
※Office使用に関する詳細は15ページをご覧ください。
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台数限定
富士通 SＨシリーズ
CPU ： Intel Core-i５
メモリ ： 8GB（4GBx2）
SSD ： 256GB
OS ： Windows10 Home
デスプレイ ： 13.3型ワイド（タッチあり）
光学ドライブ ： 搭載
バッテリー駆動時間 ： 約20時間
重量 ： 約1,390g
ウイルスバスター4年版

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

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（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 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）

パソコンを使う上で心
配なのがウイルスです。
特にインターネットへ
の接続にはセキュリティ
対策は必須!
生協推奨パソコンには
4年間対応のウイルス
バスターが入っている
ので安心です!

トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド

学生生活で便利な
インターフェイスを搭載！

パソコンを衝撃や
傷から守る

インナーケース付

VGA
電源OFF
USB充電

ポイント！

エプソン EW－M571TWU

ゼミのプレゼンで
プロジェクタ接続！

PCの電源がOFFでも
USBにスマホをつなぐだけで
急速充電できる！

従来のUSB充電
（０.9A）

USB急速充電
（1.5A）

充電時間が
約40%減！

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。

▶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
教材の付録としてついている
CDやDVDの視聴が可能
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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

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）

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。
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パソコンをさらに快適に活用するために

ポータブルハードディスクドライブ

価格 7,980円（税込）
アイオーデータ（富士通用）
HDPH-UT1W （1TB）

価格 11,800円（税込）
バッファロー（Mac用）
HD-PUS1.0U3-SC （1TB）

サプライ4点セット

サプライ4点セット 価格 5,800円（税込）

・サンワサプライ MA-WBL41BK
（メーカー希望小売価格 1,944円）

・サンワサプライ TAP‐B102U-2W
（メーカー希望小売価格 2,800円）

・サンワサプライ USB-3TCH7BK
（メーカー希望小売価格 2,200円）

・サンワサプライ LCD-133W2
（メーカー希望小売価格 2,462円）

・トランセンド 8GB
（メーカー小売価格 オープン）

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）

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

スマホが壊れたりして大切なデータが無くなってしまった経験がある方も多いでしょう! パソコン
だって同じです。調子が悪くなったり、壊れてしまうと長い時間かけて集めたり作成したパソコン内の
大切なデータが一瞬にして無くなってしまいます。そんなことが起こらないのが一番ですが万が一を
考えて大切なデータをバックアップしておくことをおすすめします。

（SHシリーズとMacBookAirで内容が一部変わります）

［ MacBookAir選択時 ］［ SHシリーズ選択時 ］
❹SH液晶保護フィルム
目に優しいブルーライトカット液晶保護フィルム。
画面への反射。指紋防止でパソコン作業を快適に。

❹Mac USB TypeC コンボハブ
USBやHDDのデータ転送、マウスをつなぐために
必要です。コンパクトで持ち運びに便利！

❶マウス
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。

❸OA電源タップ
携帯にパソコン、充電をする機会も増えます。コンセントが
足りない時に便利です。ON/OFF切り替えスイッチ付き！

❷USBメモリ
大事なデータの保存やレポート等のデータを自宅⇔学校の
間で簡単に持ち運びができるます。必須アイテムです!

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。
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東洋大学生協の電子辞書は！

35,500
39,300

文系や英語学習に力を入れたい方へ

35,500
39,300

英語学習はもちろん、理系の専門用語を使う方へ
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
私が大学で履修している英語の授業では、英文の短編小説や評論文を
訳すことを毎週やっています。内容は高校より難しく、単語自体が高校
では学ばなかったものも多くでてきます。そのような単語を、高校まで
使っていた電子辞書で調べると、意味が1つしか出てこなかったり、そも
そも単語自体が辞書にはなかったりと、大学の授業内容についていけ
なくなりました。
　授業中に先生からオススメの辞書の説明があり、その辞書が入って

いる電子辞書を生協で購入しました。語彙数が豊富で助かっています。
また、大学では単語の意味だけでなく、熟語・成句の意味を学ぶ機会が
多くなり、大学生向けの電子辞書はこれらも調べることができ重宝して
います。
　高校まで使っていた電子辞書は高校生時代には十分でしたが、大学
生の今では学ぶ内容のレベルに合わず不十分でした。大学生に適した電
子辞書があると、授業でも調べやすく英語学習がスムーズに進むので
オススメです。

文学部 英米文学科 3年
天野 弥生さん～先輩学生の電子辞書活用コメント～

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
私が大学で履修している英語の授業では、英文の短編小説や評論文を
訳すことを毎週やっています。内容は高校より難しく、単語自体が高校
では学ばなかったものも多くでてきます。そのような単語を、高校まで
使っていた電子辞書で調べると、意味が1つしか出てこなかったり、そも
そも単語自体が辞書にはなかったりと、大学の授業内容についていけ
なくなりました。
　授業中に先生からオススメの辞書の説明があり、その辞書が入って

いる電子辞書を生協で購入しました。語彙数が豊富で助かっています。
また、大学では単語の意味だけでなく、熟語・成句の意味を学ぶ機会が
多くなり、大学生向けの電子辞書はこれらも調べることができ重宝して
います。
　高校まで使っていた電子辞書は高校生時代には十分でしたが、大学
生の今では学ぶ内容のレベルに合わず不十分でした。大学生に適した電
子辞書があると、授業でも調べやすく英語学習がスムーズに進むので
オススメです。

文学部 英米文学科 3年
天野 弥生さん～先輩学生の電子辞書活用コメント～

　「電子辞書、頼みは学生　スマホ普及、縮む市場」という新聞記事によ
ると、「スマートフォンなどの普及で販売台数は減少が続くが、高校生、
大学生向けの販売は底堅い」という（朝日新聞、2016年7月27日）。生
徒・学生向けは安定しており、８割弱をカシオ製が占めているという。
　英語の社会学文献を読む科目を担当している。冊子体の英和辞典か、
電子辞書を薦めているが、冊子体はゼロ、三分の一ぐらいの受講学生は
授業中にスマホで辞書サイトを検索している。高校と違って授業中にス
マホ使用が禁じられていない（それどころか出席をスマホでとる！）から
可能なのである。
　電子辞書はQWERTY配列のキーボードのため入力が早い。いつでも
どこでも参照できる。高校生モデルと大学生モデルの違いにも気をつ
けてほしい。授業中、電子辞書を使っているのに単語が出ていないと学
生がいう。チェックしてみると、英和辞典が大修館の『ジーニアス英和辞

典』レベル。大学生は『ジーニアス英和大辞典』が入っている電子辞書に
すべきである。大学生協推薦のカシオの大学生モデルは、英語が強化さ
れていて、収録コンテンツも豊富である。小学館の『日本大百科全書
ニッポニカ』（全25巻）まで入っている。スマホでインターネットに接続
し東洋大学図書館のHPからデータベースを選びJapan Knowledge
を選べば「ニッポニカ」も平凡社の『世界大百科事典』も検索できるが、
同時アクセス数の制限がある。いつでもどこでもいろいろな辞書に参
照できるのが電子辞書の強みであり、第二外国語などの追加辞書も入
れられる。
　現代の電子辞書のこの情報量はすごい。検索履歴で単語帳ができる
のもありがたい。さらにTOEFLやTOEIC（私の叔父らが創始した）の試
験向けのコンテンツも入っている。電子辞書を更新し、通学時などのス
キマ時間を活用しよう。

大学生になったら、電子辞書を更新し、常時携行しよう！
社会学部 社会文化システム学科

本田 宏治 先生
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富士通SHシリーズ
PC本体のみ 165,800円
標準プリンターセット PC+エプソンEP－710A 174,600円
高性能プリンターセット PC+エプソンEW－M571TWU 195,600円
ポータブルHDD アイオーデータHDPH-UT1W 7,980円
サプライセット 5,800円

※価格は税込

Apple MacBookAir
PC本体のみ 165,800円
EP－710Aセット PC+エプソンEP－710A 174,600円
EW－M571TWVセット PC+エプソンEW－M571TWU 195,600円
外付DVDドライブ ロジテックLDR-PMJ8U2VWH 3,680円
ポータブルHDD バッファローHD-PUS1.0U3-SC 11,800円
サプライセット 5,800円

※価格は税込

電子辞書 AZ－SR9800 / AZ－SR9850
本体のみ 35,500円
第2外国語コンテンツカードセット 39,300円
第2外国語コンテンツカードのみ 3,800円

※価格は税込

TOEICスターターキット 9,800円

関数電卓 5,400円AZ-26S

推奨パソコン 価格一覧 パソコンの初期設定について

講習会について

パソコンは箱から出しただけでは使えません。
まずパソコンとして起動するよう「セットアップ」という作業が必要です。
なんだか難しそうな感じもしますが、生協推奨パソコンにはメーカーの説明書とは別に作業手
順に沿った大学生協オリジナルの「セットアップテキスト」がついています。
テキストに従って作業を進めていただければ無事に自分専用のパソコン誕生です!
※まずは一通りテキストを読んでから作業に取りかかるのがベストです。

セットアップにはインターネット接続が必要な作業がありますので、インターネット環境を整え
てから実施してください。
また、メールアドレスやパスワードを設定するので事前準備をお忘れ無く!
※メールアドレスはスマホや携帯のアドレスではなくPCでのアドレスです。
　お持ち出ない場合はYahooやGoogleのフリーメールを予め取得しておくことをおすすめします。

～講習会のご案内～

学内ネットワーク講習会

推奨パソコンをご購入いただいた皆さまは、無料講習会に参加することができます。講習会の
日時会場は決定次第、推奨パソコン専用サイトにて掲載いたします。ご参加希望の方はサイト
上にてご予約をお願いいたします。
なお、参加される方はパソコンを初期設定（セットアップ）したうえでご持参し、講習会会場へ
お越しください。その際、あらかじめ充電も十分にお願いいたします。

東洋大学生はご自身のパソコンを学内に持って、無料でインター
ネットが使用できます。その際には、学内ネットワークに接続する
設定が必要です。講習会では、学内ネットワークに接続する方法を
皆さんにご説明いたします。

日程が決まり次第、東洋大学生協HPパソコン専用サイトにて掲載致します。

※講習会の日時は学事の都合により変更となる場合があります。

ポイント

パソコンをより有効に活用する学び方
パソコンの便利さは、どれだけ使いこなせるかが決め手です。皆さ
んでパソコンに触れていただきながら、先輩学生や生協スタッフが
実践的な学び方をご紹介いたします。

ポイント

推奨パソコン専用サイト
http://toyocoop.jp/admission
にて講習会日程を掲載いたします。
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