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京大生協 No.32019

お役立ちアイテム満載！

お問い
合せは

ご 利 用 方 法

❶ご利用登録
専用サイトにアクセスして
メールアドレスを登録して
ください。
登録後、ID・パスワードを
ご案内します。

❷認　証
専用サイトにアクセスして、
IDとパスワードを入力して
ください。
入力後、メーカー選択画面が
表示されます。

❸カスタマイズ
メーカーを選択すると、
各メーカーの大学生協専用
ページが表示されますので、
自由自在にカスタマイズして
ください。

❹ご注文
構成と見積書(発注書)を、
プリントアウトして
生協店舗にお持ち頂き、
ご注文ください。

❺お引渡し
入荷後に商品を店頭にて
お引渡しいたします。
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カ
ス
タ
マ
イ
ズ
Ｐ
Ｃ 大学生協でのカスタマイズPC作成大学生協でのカスタマイズPC作成

ニーズに合わせてパソコンのスペックを変更できる大学生協のカスタマイズPC。
Windows PC、Apple、OSなし等、さまざまなカスタマイズがWebサイト上で簡単にできます。

大学生協カスタマイズPC専用サイトhttp://custompc.univcoop.or.jp
大学　カスタマイズ

OptiPlexシリーズ最上位プレミアムモデル

研究室推奨　東京生産　Corei7搭載モデル

●OS:Win10Pro64bit(日本語 )●CPU:Corei7-8700(3.2GHz)●メモリ :8GB(2666MHz/8GBx1/空3/最大
6 4 G B ) ●ストレージ : H D D 1 T B ●ディスプレイ : 別 売 ●ドライブ : D V D + / - R W ●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

●OS:Windows 10 Pro (64bit) ●CPU:Core i7-8700 (3.2GHz) 
●メモリ :8GB (8GB×1/空3/最大64GB)●ストレージ :HDD1TB●
ディスプレイ :別売●ドライブ :DVDライター●ネットワーク :
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●保証内容 :3年間翌営
業日オンサイト ●その他 :IntelUHDGraphics630，USB Type-C 
3.1×1，USB3.1×6，USB2.0×4，VGA×1，DisplayPort×2 

99,900生協
価格

注文番号 80207239

円
税込

99,900生協
価格 円

税込

DELL
OptiPlex 7060SF

Core i7-8700
メモリ:8GB
HDD：1TB

注文番号 80207314

日本 HP
EliteDesk 800G4 SF 
2US83AV-AKUW

 Core i7-8700
 メモリ:8GB
HDD:1TB

今のうちにWindows7のサポート終了に備えましょう !

2019年度末では間に合いません。今年度中に備えましょう !
Windows7のサポートが 2020年 1月 14日で終了します！

ディスプレイ別売
（キーボード・マウス付）

研究室向け 第8世代 Corei7＋2TB 長野生産

●OS:Win10Pro64bit●CPU:Corei7-8700 (3.2GHz)●メモリ :
8GB(PC4-2666 DDR4 SDRAM 4GB×2／空2／最大64GB)●ス
トレージ :2TB HDD(600MB/s対応7200rpm)●ディスプレイ :無し●
ドライブ :DVDスーパーマルチ●ネットワーク :10/100/1000BASE-T
●保証内容 :2年間出張修理●その他 :USB3.1×2、USB3.0×4、
VGA×1、HDMI×1、国際エネスタ、国内生産

99,900生協
価格 円

税込
注文番号 80205167

エプソン
MR4800E

  Corei7-8700
メモリ：8GB
HDD：2TB

ディスプレイ別売
（キーボード・
　　マウス付）

第８世代 CPU・SSD搭載モデル

●OS:Win10 Pro●CPU:Corei5-8250U (1.6GHz)●メモリ :8GB（オンボード
4GB+4GB/空0）●ストレージ :SSD256GB(Serial ATA)●ディスプレイ :15.6型
ワイド LED液晶 (Full HD 1920×1080)●ドライブ :スーパーマルチドライブ●駆動
時間 :約5.7時間（JEITA2.0）●ネットワーク :1000BASE-T、802.11ac/a/b/g/n
＋Bluetooth ●重量 :約2，2kg●保証内容 :3年保証●その他 :USB 3.0
(Type-C)×1，3.0×2，SDメモリーカードスロット，HDMI出力，Webカメラ 

99,900生協
価格 円

税込
注文番号 80205099

NEC
LAVIE Direct NS 
PC-GN165FDGD カスタマイズ

Corei5-8250U
メモリ:8GB
SSD:256GB

ディスプレイ別売
（キーボード・マウス付）

ディスプレイ別売
（キーボード・マウス付）

妥協のない生産性を誇るスタンダードデスクトップ

●OS:Win10Pro64bit(日本語 )●CPU:Corei5-8500(3.0GHz)●メモリ :4GB(2666MHz/4GBx1/空1/最大
3 2 G B ) ●ストレージ : H D D 1 T B ●ディスプレイ : 別 売 ●ドライブ : D V D + / - R W ●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，DisplayPortx1(DPtoDVI 変
換アダプタ付属 )，HDMIx1，USB2.0x4，USB3.1x4

79,800生協
価格

注文番号 80207284

円
税込

DELL
OptiPlex 3060SF

Core i5-8500
メモリ：4GB
HDD：1TB



デスクヒーター
スースースー ーする足元もこれでポカポカ

Panasonic
DC-PKD3-C ベージュ
10149387 税込組価11,800円 本体価格10,926円 本体価格10,926円 

消費税874.1円

●2段階温度切替(標準表面温度：強55℃/弱37℃)●表面：ポ
リエステル100％●抵抗付き温度ヒューズ●コード長：180cm
●サイズ：幅480×奥行300×高さ450mm(左右の側面を中
央のパネル部に直角に立てた場合)●重量：2.2kg●消費電力：
165W

電気ひざかけ
大判サイズでゆったり　静電気抑制効果

椙山紡織
SB-H501
80184264

SB-H501(BE) ベージュ

税込組価5,980円 本体価格5,537円 
消費税443.0円

80202241
SB-H501( R) レッド

税込組価5,980円 本体価格5,537円 
消費税443.0円

●3段階スライド式温度調整(表面温度：強52℃/中36℃/弱
23℃)●表面：アクリル100％●2・4・6時間OFFタイマー●
12時間自動OFFタイマー●丸洗いOK●ダニ退治●室温セ
ンサー●コード長：電源側190cm+本体側60cm●サイズ：
1400×820mm(房含む)●重量：0.8kg●消費電力：55W

ホットクッション
腰や背中を包み込んでふわふわ、あったか

椙山紡織
SB-KC40
80184271

SB-KC40(TB) ブラウン

税込組価7,980円 本体価格7,389円 
消費税591.2円

80190593
SB-KC40(TD) オレンジ

税込組価7,980円 本体価格7,389円 
消費税591.2円

●3段階スライド式温度調整(表面温度：強52℃/中41℃/弱28℃)
●表面：ポリエステル100%●切り忘れ防止タイマー●カバーは取
り外して丸洗いOK●ダニ退治●コントローラーを収納できるサイ
ドポケット●コード長：電源側190cm+本体側60cm●カバーサ
イズ：400×400×400mm●重量：1.1kg●消費電力：50W

セラミックヒーター
火を使わない安心・お手軽ファンヒーター

ユアサプライムス
YA-S1270Y(WH) ホワイト
80202173 税込組価4,980円 本体価格4,612円 

消費税368.9円

●強弱2段階切替(1200W/600W)●PUSH式転倒OFFス
イッチ●4時間自動OFFタイマー●サイズ：幅230×奥行121
×高さ333mm●重量：2.1kg●消費電力：1200W

セラミックヒーター
360度度全方位へ立体的に温風を送ります

アピックス
APH-360(WH) ホワイト
80202180 税込組価7,980円 本体価格7,389円 

消費税591.2円

●強弱2段階切替(1000W/650W)●傾斜感知式転倒OFFス
イッチ●電源コード長：170cm●サイズ：幅220×奥行220×高
さ321mm●重量：1.9kg●消費電力：1000W

ミーティングテーブルの下など
のスポットヒーターにおすすめ

セラミックヒーター
コンパクトで首振りも、デスクの下でも活躍

ドウシシャ
パーソナルセラミックヒーター
DCH-1805(WH)
80202302 税込組価4,980円 本体価格4,612円 

消費税368.9円

●強弱2段階切替(1200W/600W)●転倒OFFスイッチ●左
右自動首振り●吸気口ホコリ取りフィルター●サイズ：幅195×
奥行140×高さ355mm●重量：1.4kg●消費電力：1200W

電気ストーブ
スタンダードな電気ストーブーブー

シーネット
CEH104
80202197 税込組価2,480円 本体価格2,297円 

消費税183.8円

●石英管ヒーター2灯タイプ ●強弱2段階切替(800W/400W)
●ボール式転倒OFFスイッチ●サイズ：幅300×奥行170×高さ
403mm●重量：1.4kg●消費電力：800W

カーボンヒーター
縦⇔横にに切切り替替ええて使使ええる2WAWAW YAYA ヒーター

アピックス
ACH-668(WH) マットホワイト
80202203 税込組価5,980円 本体価格5,537円 

消費税443.0円

●カーボン管ヒーター1灯タイプ●強弱2段階切替(400W/200W)
●180分OFFタイマー●傾斜感知式転倒OFFスイッチ●大きなダ
イヤル式切替スイッチ●サイズ：幅459×奥行179×高さ198mm
●重量：1.65kg●消費電力：400W

縦置きにすれば幅の狭い空間にも設置可能／
デスクワークなどで冷え込む足元には横置きで

カーボンヒーター
速暖性に優れ、広範囲に熱を送ります

アピックス
ACH-748(WH) パールホワイト
80202210 税込組価7,980円 本体価格7,389円 

消費税591.2円

●カーボン管ヒーター2灯タイプ(熱効率の高いスパイラル形
状カーボン管使用)●強弱2段階切替(900W/450W)●120
分OFFタイマー●傾斜感知式転倒OFFスイッチ●自動首振り
(左右約70度)●サイズ：幅300×奥行240×高さ678mm●重
量：2.3kg●消費電力：900W

カーボン＋シーズヒーター
2種種類のヒーターで体の芯まで暖めます

トヨトミ
EWH-CS100H(W) ホワイト
80202227 税込組価税込組価12,800円 本体価格11,852円 本体価格11,852円 

消費税948.2円消費税948.2円

●速暖効果のカーボン管ヒーター1灯+遠赤効果のシーズヒー
ター1灯タイプ●強弱2段階切替(速暖+遠赤1000W/速暖
500W)●120分OFFタイマー●防災型2重転倒OFFスイッチ
●自動首振り(左右約70度)●サイズ：幅290×奥行250×高さ
665mm●重量：3.2kg●消費電力：1000W

操作しやすい大型ダイヤル

シーズヒーター
遠赤外線をたっぷり放出、体の芯まで暖かに

コロナ
DH-918R(W) ホワイト
80202234 税込組価20,800円 本体価格19,260円 

消費税1,540.8円

●シーズヒーター1灯タイプ●10段階切替(900～340W)●
6時間自動OFFタイマー●転倒OFFスイッチ、過熱防止装置、
停電時安全装置など豊富な安全設計●ecoモードでかしこく
省エネ運転●自動首振り●サイズ：幅306×奥行306×高さ
897mm●重量：3.7kg●消費電力：900W

ヒーターにブラックセラミックコーティング
を施すことで豊富な遠赤外線を放出します

オイルヒーター
部屋全体をムラなく暖める輻射熱暖房

デロンギ
RHJ65L0915
80202340 税込組価43,800円 本体価格40,556円 本体価格40,556円 

消費税3,244.5円

●3段階切替(1500W/900W/600W)●空気を汚さず換気も不
要●肌も喉も乾燥しにくい●やけど・火事が起きにくい安全設計
●燃料の補充が不要、お手入れも簡単●部屋の広さの目安：10～
13畳●24時間デジタルON/OFFタイマー●折りたたみ式キャス
ター付●サイズ：幅560×奥行300×高さ680mm●重量：16.5ｋg

寒い冬には適切な暖房器具を使って、勉強や仕事の効率UPをはかりましょう。 数量限定


