
WEB講義・研究活動の環境整備を
サポートします

家の回線が
混雑して

繋がらない

パソコンの画面が
小さくて見辛い……

紙の資料をZoomで
映して共有したい

急速にWEB講義やリモートワークが進
む中で今までになかった困りごと、やり
方を変えたいと思っていることなどはあ
りませんか？

研究室向けの大学生協カタログからお
すすめの商品をいくつかピックアップし
てご紹介いたします。

これ以外にもソフトウェア・文房具・
家具家電など幅広く対応いたします。
お気軽にご相談ください。

●Windows10 Pro 64bit

●第8世代Core i7-8565U (4ｺｱ：1.8 GHz/最大4.6 GHz)

●メモリ8GB LPDDR3(max.8GB) ●SSD 256GB(SATA)

●12.1型Wide液晶1920ｘ1200ﾄﾞｯﾄ ●DVDｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁ
●IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ●Bluetooth v5.0

●1000BASE-T ●ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動 約14時間(Sﾊﾞｯﾃﾘｰ)

●USB3.1 Type C(Thunderbolt3・USB PowerDelivery対応) 

●USB3.0 Type A x3、LAN、VGA、HDMI(4K 60Hz出力対応)

●重量 約0.999kg 

●メーカー4年保証※あんしん保証はつきません
※WordやExcelなどのOfficeアプリケーションは付属していません

軽量且つ堅牢ボディ・端子も充実の万能モデル！
Let’s note SV8⽴命館⽣協
オリジナル CF-SV8G8LVC

特別価格
店頭でご確認ください

10台
限定

教職員利⽤カタログ

おトクなPC ⾒やすい
ディスプレイ 通信回線 WEBカメラ その他

定番商品

2020年12⽉発⾏

教職員の皆様におトクにご利用いただけるオススメのパソコンおよび周辺
環境や書籍のセールをご案内いたします。この機会にぜひご利用ください。

ご自宅・研究室でお困りごとはありませんか？

商品番号 1

他シリーズのモデルなどもございます。
カタログショッピングサイトをご覧ください。

各カタログショッピングサイトはこちらから

⽴命館⽣協ホームページ ⽴命館⽣協 検索
https://www.ritsco‐op.jp/teachers/



4Kコンパクト書画カメラ&Webカメラ

自由に映せるカメラで
板書も資料も簡単投影

書画カメラ MX-P2
（80562802）

税込39,800円

講義での活用法はこちら

定番環境を整えましょう
【イヤホン】【WEBカメラ】【マイク】

ノイズの多い環境下でも
ノイズキャンセル96%︕
優れた通話品質

BlueParrot
ワイヤレスヘッドセット

C400-XT
(80578483）

コンパクトで
折り畳み可能なカメラ

簡単に扱える
高音質USBマイクロホン

Logicool
HDウェブカメラ

B525
(80604175）

AKG
USBマイクロホン

Lyra
(80601068）

※商品情報は12月1日時点のものです。

税込14,900円 税込7,040円 税込19,800円

マルチキャリアルーターセット
docomo SoftBank au エリア対応
100GB/月ルーター

ご自宅・研究室の
”サブ回線”としてお役⽴ち

Webでライセンス登録手続き後、
ご指定の日に端末をお届けしま
す。

初月+12ヶ月
UC-G4GMN-1YS
（80604113）
税込89,800円

初月+24ヶ月
UC-G4GMN-2YS
（80604120）
税込99,800円

回線混雑で遅く
なった時などに
接続切り替え！
在宅でも活躍！

2画⾯で資料閲覧も楽々♪

24.1型 液晶ディスプレイ FlexScan

EV2456-UNBK(ブラック)(80134245)

EV2456-UNWT(ホワイト)(80187197)

縦置きなら論⽂資料も読みやすい︕

税込組価 49,800円
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●OS:Ubuntu 18.04LTS 
●CPU:Core i9 10940X (3.3GHz，14C)
●メモリ:128GB(16GBx8/空0/最大128GB）
●ストレージ:SSD960GB+HDD8TBx2本（16TB）
●ディスプレイ:別売 ●ドライブ:DVDドライブ
●ネットワーク:1000Base-T ●重量:約25kg
●保証内容:1年間センドバック保証
●その他:GeForce RTX 3080 1枚搭載・Docker / Singularity 
/ Slurmインストール済

最新GPU GeForce
RTX3080 搭載︕

学習用ワークステーション
uniV

DeepLearning BOX Ⅱ
(80618141)

税込価格 998,000円

バランスの取れたDual CPU
ミドルタワー型ワークステーション
DELL Precision 7820

Tower Dual Xeon
Bronze 3206Rモデル

(80610732)
※オリジナル構成のご希望は別途ご相談ください●OS:Win10ProWS

●CPU:デュアルXeon Bronze3206R(1.9G，8C)
●メモリ:32GB(8GBx4/空8/最大384GB)
●ストレージ:SSD256GB+HDD2TB
●ディスプレイ:別売 ●ドライブ:DVD+/-RW
●ネットワーク:10/100/1000Base-T
●保証内容:2年間翌営業⽇出張修理
●その他:NVIDIA Quadro P620(Mini-DP to DPアダプタ付属)，
USB3.1x8，USB TypeCx2，シリアルx1，PS2x2，RJ45x1

税込価格 299,900円

※モニタ別売
(キーボード・マウス付)

※モニタ別売
(キーボード・マウス付)

10万円未満ノートPC
Dynabook S73
A6S7FRF2D511

(80579961)

●OS:Win10Pro(64bit)●CPU:Corei5-10210U(1.6GHz)
●メモリ:8GB(8GB×1/空0/最大16GB)
●ストレージ:SSD256GB●13.3型FHD(1，920×1，080)
●駆動時間:約19時間
●ネットワーク:IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac+BluetoothVer5.0
●重量:約1.19kg
●保証内容:1年保証(引き取り修理・海外保証<制限付>1年保証)
●その他:HDMI，LAN，USB3.1×2，USBType-C×1，
microSD×1、Webカメラ

税込価格 99,900円

10万円未満デスクトップ
Core i7搭載 研究室定番

DELL OptiPlex 7070SF

⽇本語OS (80483176)

英語OS (80483183)
●OS:Win10Pro64bit●CPU:Corei7-9700(3.0GHz)
●メモリ:8GB(8GBx1/空3/最大64GB)
●ストレージ:HDD1TB●ディスプレイ:別売
●ドライブ:DVD+/-RW●ネットワーク:10/100/1000Base-T
●保証内容:2年間翌営業⽇出張修理
●その他:VGAx1，DisplayPortx2(DPtoHDMI変換アダプタ付)，
シリアルx1，USB2.0x4，USB3.1x5，USB Type-Cx1
●ワイヤレスLANなし

税込価格 99,900円

※モニタ別売
(キーボード・マウス付)

他モデル・カスタマイズもお気軽にご相談ください

※商品情報は12月1日時点のものです。

研究室⽤デスクトップ
高性能ワークステーション もオススメです

この教職員ガイドの
ご購⼊・お⾒積りはこちらから

お⾒積りご相談は、各キャンパスの店舗窓⼝、
またはメールでお気軽にお問い合わせください。

⾐笠 至徳館購買部 BKC リンクショップ OIC OIC Shop

商品番号 10
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商品番号 12

kicpc@ritsco-op.jp bkcpc@ritsco-op.jp oicshop@ritsco-op.jp

℡ 075-465-8282
（内線 511-2717）

℡ 077-561-2602
（内線 515-7770）

℡ 072-645-4103
（内線 513-4181）

そのほかにも 取扱商品 多数ございます
PC・情報機器（ハードウェア）・研究室用品
ソフトウェア
電子部品・実験機器 など

ご注⽂時にご購⼊・お⾒積りのご希望、お⽀払い⽅法をお選びください。

⽴命館⽣協ホームページ

⽴命館⽣協 検索

https://www.ritsco‐op.jp/teachers
/

APU APUショップ
℡ 0977-78-1171
（内線 531-2758）
apupc@ritsco-op.jp

各カタログショッピングサイトはこちらから

⽴命館⽣協ホームページ ⽴命館⽣協 検索
https://www.ritsco‐op.jp/teachers/
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明石書店 共⽴出版 翔泳社 大修館書店 ナカニシヤ出版 法藏館

和泉書院 近代科学者 裳華房 淡交社 中山書店 ミネルヴァ書房

岩崎書店 くろしお出版 昭和堂 千倉書房 日本加除出版 山川出版

インプレス 勁草書房 信山社出版 中央経済社 日本評論社 山と渓谷社

ウェッジ 工作舎 新評論 帝国書院 農⽂協（農山漁
村⽂化協会）

有信堂高⽂社

エヌ・ティー・エス 弘⽂堂 ⻘⼸社 東京化学同人 有斐閣

ガイアブックス コモンズ 成⽂堂 東京書籍 白桃書房 吉川弘⽂館

化学同人 サイエンス社 全国農村教育協会 東京大学出版会 羽鳥書店

学芸出版社 三修社 草思社 刀水書房 フォレスト出版

かもがわ出版 実教出版 SBクリエイティブ 同⽂舘出版 芙蓉書房出版

技術評論社 旬報社 大学教育出版 東洋経済新報社 平凡社

ネット注⽂
（ホンヤクラブ）

私費・個研費・校費でご利用いただけます！

20％
OFF

15％
OFF

対象出版社
イザラ書房 研究社 一般財団法人

出版⽂化産業
振興財団

世界思想社 電気書院 ⽂眞堂 明治書院

関⻄大学出版部 国書刊⾏会 中央公論美
術出版

東方書店 法律⽂化社 ゆまに書房

北大路書房 新曜社 誠⽂堂新光社 福村出版 北隆館 ラトルズ

店舗での
ご注⽂

店頭受取
各キャンパスの書籍取扱店をご指定下さい。

① 必ず「店舗受取」をお選びください。
② 受取店舗の選択から

「京都」「⽴命館⽣協ブックセンターふらっと」をお選び下さい。

③ 備考欄に以下の内容を明記ください。
「宅配希望」
「⽀払い⽅法」

（a)私費(給与天引き）or（ｂ）校費(個研費、科研費等）

「配送先住所」※会員登録時と違う送り先の場合のみ

ご自宅への宅配

を承ります。

⾐笠 ブックセンターふらっと
℡︓075-465-8288（内2728）

bookgaihan＠ritsco-op.jp

学内配達
① 各キャンパスの書籍取扱店をご指定下さい。
② 備考欄に以下の内容を明記ください。
「学内配達希望」
「⽀払い⽅法」

（a)私費(給与天引き）or（ｂ）校費(個研費、科研費等）

OIC OIC Shop
℡︓072-645-4103（内4180）

oicshop＠ritsco-op.jp
BKC リンクショップ

℡︓077-561-2828（内7772）
bkcbookshop＠ritsco-op.jp

※ 受け取り方法を「宅配」にされるとフェア価格・利用特典の対象外となります。
BKC・OICの方も「⽴命館⽣協ブックセンターふらっと」をご指定下さい。
他の取扱店をご指定された場合、店頭受取か学内配達となります。

※ (b)の請求先が「学校法人⽴命館」以外の場合は備考欄に請求先をご記入下さい。
※「納品書兼請求書」「校費売掛購入控・予算単位」は商品に同梱いたします。

校費売掛の場合は速やかに利用予算担当事務室にご提出ください。

1回のご利用⾦額が
2万円以上(本体価格）で送料無料

※2万円未満の場合は送料着払い

期間限定 特典
12/25 （⾦）〜2/28（日）

※(b)の請求先が「学校法人⽴命館」以外の場合は備考欄に
請求先をご記入下さい。

ホンヤクラブは⽴命館⽣協ホームページから

⽴命館⽣協 検索

https://www.ritsco‐op.jp/teachers/

APU APUショップ
℡︓0977-78-1171（内2767）

apu-book＠ritsco-op.jp

ご注⽂受付
12/25（⾦）〜2/28（日）

朱雀 朱雀店
℡︓075-813-8470（内3750）

suzakubook＠ritsco-op.jp

ホンヤクラブ 受取指定⽅法
期間限定
おすすめ︕

※12/26〜1/5は年末年始休業のため配送は
1/7（⽊）〜になります。


