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カタログ有効期限 10月末日

Apple
iPad Air 4
Wi-Fi モデル

New
注文番号

80606858

生協価格

63,580円
税込

64GB スペースグレイ
MYFM2J/A

注文番号
80606865

64GB シルバー
MYFN2J/A

注文番号
80606872

64GB ローズゴールド
MYFP2J/A

注文番号
80606889

64GB スカイブルー
MYFFQ2J/A

注文番号
80606896

64GB グリーン
MYFR2J/A

注文番号
80606902

生協価格

82,800円
税込

256GB スペースグレイ
MYFT2J/A

注文番号
80606919

256GB シルバー
MYFW2J/A

注文番号
80606926

256GB ローズゴールド
MYFX2J/A

注文番号
80606933

256GB スカイブルー
MYFFY2J/A

注文番号
80606940

256GB グリーン
MYG02J/A

Web 会議・ミーティング・授業など
新しい生活様式へ。ルネおすすめスピーカー！

新時代を楽しもう。予約受付中！
第4世代 iPad Air 登場！

最新カタログはこちらから▶ https://www.s-coop.net/service/research/sales/

【Jabra SPEAK710+ MS】 【ヤマハ】USB カメラ & スピーカーフォン

注文番号 80562819MS モデル 7710-309
1台価格
生協価格29,800円

税込 ●利用場所を選ばず、USB・Bluetooth・NFC・オーディオ入出力端子などで PC・ス
マートフォンと簡単接続●YVC-330：4 ～6 名の中規模会議に最適。マイク自動追尾、
周囲の雑音消音、自動マイクミュート、スピーカー自動音量調節

注文番号
80509739

ヤマハ
YVC-330
生協価格

58,900円
税込

Teams & Skype for Business 対応 王道の YAMAHA
• エコーキャンセラ搭載
• バッテリー内蔵で外出先も利用可 （最大通話連続時間 15 時間）
• Bluetooth でスマートフォンと簡単接続
• 2 台をワイヤレス接続して大型ミーティング
  ルームにも対応
• ステレオスピーカーとしても利用できる
  クリアなサウンド
• 付属の USB アダプタでパソコンとも
  ワイヤレス接続

もちろん持運びも可！
格納式スタンドつき

増設も可能！
※別途ケーブル必要 ▶

パワフル。カラフル。色々できる。

講師向けオンライン講義グッズ

注文番号
650108

5,600生協
価格 円

税込

口径 10mm
密閉タイプ
コード長 1.2m

JVC
HA-FR46-N

Y 型コード

ゴールド

インナーイヤーヘッドホン ヘッドセット

ネックバンドヘッドセットステレオヘッドセット

アルミボディ採用でキレのある
重低音再生を実現

接続：USB
スピーカー：
モノラル（片耳）
重量：142.5g

5,800生協
価格 円

税込
注文番号 650108

Jabra EVOLVE 20 UC Mono

スタイリッシュかつ
クォリティに定評のあるJabraです。

ドライバーサイズ: φ28mm
インピーダンス: 32Ω
出力音圧レベル: 100db
最大出力: 20mW
マイク感度: -38db
マイクノイズキャンセル
オーディオコントロール
パッケージ形態: 段ボール箱

2,780生協
価格 円

税込
注文番号 650108

アルペックス ヘッドセット

マイクノイズキャンセリング付き
ヘッドセット

ウェアラブルネックスピーカー

●テレビ音声用のBluetooth送信機付属●駆動時間：音声再生約14時間、ハンズフリー通話約17
時間（Bluetooth接続）●USB充電●181×181×16mm●約88g

SHARP
AN-SS1

ホワイト注文番号
80569405

ブラック
注文番号
80569399

テレワークでのコミュニケーションで欠かせない通話やWebミーティング。PC付属のマイク・スピーカー利用はノイズや近くの人への配慮を考え
ると長時間の利用は避けたいところです。ウェアラブルスピーカーは耳への負担も少なく、まわりにも気を配ったオンラインでの会話がおこなえ
ます。

「長時間使用のイヤホン疲れ」から解放。  まわりの音声も聞き取りながら作業ができます

生協価格 11,000円
税込

「教室内の声」「リモートの声」両方を聞くには片耳ヘッドセットがおすすめです！

注文番号
80565018

Bluetooth 
ネックバンドヘッドセット

・通話や音楽用に最適化された明瞭な音声
・ノイズ キャンセリング機能付き
　内蔵マイクにより音声品質が向上
・使いやすい通話管理機能
・プラグ アンド プレイによる
　迅速なセットアップ

Poly Voyager
6200 UC Black
生協価格

39,800円
税込

注文番号
650108

Dell Pro ステレオヘッドセット 
 UC150
生協価格

5,940円
税込

・周囲の騒音をシャットアウトして、
　集中力を維持
・パフォーマンスと快適さを両立。
　一日中着けていても大丈夫
・1 つのヘッドセットで、
　お使いのすべてのデバイスと接続
・自分仕様にカスタマイズして、IT を管理

マイク付き
通話管理しやすい

マイク NC・ 音量コントロール機能付き



CISCO Webex
も取扱い中！

1ライセンス

予約販売

50,400円（税込）/年

A-FLEX-NUCM-MC
最大 1000名まで

ライセンス1ライセンス1 からお求めいただけます！

ウエビナーを公費で！

京大全学ライセンスと組み合わせた利用はできません。
別途単独でご契約いただく商品となります注意

ZOOM Pro

1ライセンス
Webinar 100人まで

72,900円（税込）/年

1ライセンス
Webinar 500人まで

251,900円（税込）/年

1ライセンス
Webinar 1000人まで

611,700円（税込）/年

50.5インチモデルは 2人が肩を並べて
操作しやすい大きさで、小さい会議室や、
Surface Hub 2S をあちこちのミーティング 
スペースに移動する機会が多い執務室に最適です。

※スタンド別売り

出張いらずのウエビナー／研究室からセミナー開催！

スピーカーフォン コンパクト型アンプ内蔵曲面サウンドスピーカー

Surface Hub 2S 50インチモデルEIZO 初のウルトラワイド 37.5 型 UWQHD+

●8～40人規模の中大会議に最適●クリアな音声品質●USB、Bluetooth、NFC、オー
ディオ入出力端子搭載で様々な接続に対応●寸法・本体：332(W)×95(H)×162(D) 
mm, マイク：136(W)×36(H)×136(D) mm●拡張マイク 4個まで追加可能 (最大 5個）
●1年保証

注文番号
80591574

ヤマハ
YVC-1000

生協価格 114,400円
税込

注文番号
650108

MIRAI SPEAKER Home

100年の音の歴史を変えた、
特許技術「曲面サウンド™�」搭載。
言葉をはっきりとクリアに表現するテクノロジーで、
テレビの聴こえのお悩みを解決します。
音量を上げなくても聴き取りやすいから、
聴こえにくい人もそのご家族も
みんながうれしいスピーカーです。

生協価格 33,000円
税込

注文番号
650108

Microsoft Surface Hub 2S

生協価格1,099,780円
税込

注文番号
80591581

YVC-MIC1000EX 追加用マイク

生協価格 30,000円
税込

参加人数に応じて、拡張マイクでカスタマイズ 聴こえやすい音に変換するテクノロジー
エコーキャンセラ
拡張マイク対応
ノイズリダクション

おすすめ構成

＋ ＋
ヤマハ YVC-1000 MIRAI SPEAKER Home

●37.5型 /3840×1600　UWQHD+ ●1677万色 ●輝度：300cd/㎡●コントラスト比：
1000:1 ●視野角：上下、左右 :178  ゚●W893.9×D240×H411～603.7mm ●接続 :USB 
Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×2、●付属 :USB Type-C～USB Type-C×1、DisplayPort
～DisplayPort×1、HDMI～HDMI×1●5年保証（使用時間 30,000時間以内 )

注文番号
80604137

EIZO
FlexScan  EV3895-BK

生協価格

179,800円
税込

デモ可能です！

37.5 型 /3840×1600
IPS パネル /UWQHD+
LAN端子搭載

FlexScan  EV3895-BK

179,800
税込

NEW

10月中旬よりルネにて展示予定

14型／1920×1080
iPSパネル／Full HD
Lenovo  ＴｈｉｎｋＶｉｓｉｏｎ Ｍ１４
61DDUAR6JP

生協価格 29,800円
税込

生協価格 32,800円
税込

Japannext
15.6型フル HD タッチパネル 
モバイルディスプレイ　
JN-MD-IPS1560TFHDR

日本 HP
P244 5QG35AA#ABJ

注文番号 80516584 注文番号 650108

生協価格 15,980円
税込注文番号 650108

USB Type-C USB Type-C/micro-HDMI/microＵＳＢ

組合員の皆様！おかえりなさい！

オンライン授業＆講義にオススメPC！

サブモニターで作業効率化！

バックアップ用に最適なHDD/SSDを大放出！

ウェスタンデジタル
WDBYNN0010BWT-JESN

注文番号
650108生協価格

4,980円
税込

ポータブルHDD

I-O DATA
SDPX-USC480SB

注文番号
650108生協価格

6,980円
税込

ポータブルSSD

オンライン授業でのデータ配布によるノートパソコンの内蔵HDD・SSD容量不足の解消 !

（本体価格 45,273円／
消費税4,527.3円）税込組価49,800円

税込組価69,800円

注文番号
80583449

Core i3モデル
7PJ60PA#ABJ

（本体価格 54,364円／
消費税 5,436.4円）

[共通スペック]●指紋認証●USB 3.1 Type-C x 1、USB3.1（Gen 1）×2、USB2.0×1、
HDMI×1●SDカードスロット●Webカメラ●Bluetooth ver5●駆動時間：約12.5時間●1
年間引き取り修理●約2.0kg

税込組価59,800円

日本HP
ProBook 450 G6

スタンダード性能の大画面ノートに
選べるCPU2種を搭載！

注文番号
80583432

選べるスペック

（本体価格 133,637円／消費税 13,363.7円）
●Office無し●本体色：プラチナ●10点マルチタッチディスプレイ●USB3.0×1、USB 
Type-C×1●microSDXCカードリーダー●Bluetooth 5.0●Webカメラ●バッテリ駆動時
間：約10.5時間●12ヶ月国内保証●本体重量：約1.1㎏（タイプカバー含む）

税込組価147,000円

Microsoft
Surface Pro 7プラチナ＋
タイプカバー（アイスブルー）セット
PVQ-00014＋FFQ-00139

12.3型
（2736×1824）

SSD 128GB 無線LAN
（11ax）

Intel Core i5Windows 10
Pro

メモリ8GB
（空×0/最大8GB）

人気のSurface Pro 7に
専用タイプカバーが付属！

注文番号
G11417218

セットでおトク

Core i5モデル
7PJ68PA#ABJ

Windows 10
Pro

15.6型ワイドHD
（1366×768）

Core i5-8265U
（1.6GHz）

Core i3-8145U
（2.1GHz）

メモリ4GB
（4GB×1/空×1/

最大32GB）
HDD 500GB

有線LAN
（1000BASE-T）

無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

タイプカバー
（FFQ-00139）が

セット！

（アイスブルー）

1TB 480GB

新学期応援！
大特価！
新学期応援！
大特価！

●23.8型ワイド IPS/非光沢パネル●FHD 1920×1080●輝度：250cd/㎡●
コントラスト比：1,000:1●視野角上下：178°/左右178°●入力端子：VGA、
HDMI1.4、DisplayPort1.2●チルト角：上：２５°、下：-５°●VESA/ダイレ
クトマウント：VESA 100mm対応●サイズ：W539.1×D200×H397.5mm（含
モニター台）●質量：3.8ｋｇ●付属ケーブル：VGAケーブル (1.8m)×1、
HDMIケーブル (1.8m)×1、DisplayPortケーブル (1.8m)×1●３年間保証　※
スピーカーなし

IPSパネル /LEDバックライト

FHD 1920×1080

応答速度：5ms

VESA 100mm/ダイレクトマウント

台数限定

台数限定

●タッチパネル対応●USB3.0×１、Mini DisplayPort×１、Surface Connect●microSDXC
カードスロット●Bluetooth 4.1●webカメラ●バッテリー駆動時間：約13.5時間●12ヶ月国内保証

注文番号
11313947

Microsoft
Surface Pro Core-m3搭載モデル／Office無し

（タイプカバー無し・ペン無し）

学びを豊かにするWindowsタブレット Windows 10
 Pro

Core-m3

12.3型
（2736×1824）

メモリ4GB
（空×0/最大4GB）

SSD 128GB 無線LAN
（11a/b/g/n/ac）

人気
商品人気

商品



京大生協ノートパソコン無料点検会のお知らせ

10/26 ㊊～ 10/30 ㊎
11:00 ～ 17:00（受付 16:30 まで）

ルネ内でユーザー向けのノートパソコン無料点検会を行います。   
当日は、メーカーもしくは GSS（Apple 正規サービスプロパイダ）の技術者が
直接ユーザーの PC を点検いたします。   
ぜひこの機会に PC をご持参いただき、一度パソコンの点検をお試しください。   

日時

ルネ 1F　入口すぐ
※相談コーナー（教習所案内場所です）

会場

10/26 ㊊ 27 ㊋
10/28 ㊌
10/29 ㊍
10/30 ㊎

Dynabook PC ふれあい点検 
Apple（GSS）
Panasonic 愛情点検
富士通 PC 点検会

勉学・研究のためのおすすめ電子辞書！勉学・研究のためのおすすめ電子辞書！勉学・研究のためのおすすめ電子辞書！

税込組価 6,090円
本体価格 /消費税 5,537円 /553.7 円
コンテンツ 注文番号 型番
ドイツ語 DL 80340806 XS-SS04DL-B

フランス語 DL 80340813 XS-OH29DL-B

中国語 DL 80340820 XS-SH24DL-B

イタリア語 DL 80340837 XS-SH25DL-B

スペイン語 DL 80340844 XS-HA09DL-B

韓国語 DL 80340868 XS-SH26DL-B

ロシア語 DL 80340882 XS-SA28DL-B

ポルトガル語 DL 80340905 XS-HA10DL-B

理化学 DL 80340929 XS-IW07DL-B

福祉用語 DL 80340936 XS-CD06DL-B

※SX/SRシリーズ以外(XD-Z、XD-G、XD-Yなど)の、電子辞書
には使えません。

SX/SRシリーズーズー 専用の追加コンテンツ
追加コンテンツ(ダウンロード版) 電子辞書

研究・翻訳向けプロフェッショナルモデルデルデ
ランダムハウス英和大
日本国語大辞典
日本語大シソーラス

ＣＡＳＩＯ
XD-SX20000
80526576 税込組価58,000円 本体価格52,728円 

消費税5,272.8円

●ランダムハウス英和大辞典/リーダーズ英和・プラス/新英和
大・新和英大・英和活用大辞典/オックスフォード新英英・現代英
英辞典/ロングマン現代英英辞典・英語アクティベータ/ブリタ
ニカ国際大百科事典/日本大百科全書（ニッポニカ）/精選版日
本国語大辞典/広辞苑第7版/日本語大シソーラス他

電子辞書
英語のエキスパートモデルデルデ
本格英和・和英・英英
論文・スピーチ英語
TOEIC対応

ＣＡＳＩＯ
AZ-SX9800
80526507 税込組価37,000円 本体価格33,637円 

消費税3,363.7円

●研究社新英和・新和英大辞典・英和活用大辞典/リーダーズ
英和辞典第3版・プラス/ジー二アス英和大辞典/200万語専門
用語英和・和英大辞典 /オックスフォード新英英・現代英英・類語
辞典/TOEICテスト公式問題集/TOEFLテストパーフェクトボ
キャブラリー●デジタル大辞泉●ブリタニカ国際大百科事典他

電子辞書
理化学の専門コンテンツ収録の理系モデルデルデ
岩岩波波理化学辞典収理化学辞典収録録
論文・スピーチ英語
TOEIC対応

ＣＡＳＩＯ
AZ-SX9850
80526521 税込組価37,000円 本体価格33,637円 

消費税3,363.7円

●岩波理化学辞典/研究社理化学英和辞典●リーダーズ英和辞
典第3版・プラス/ジー二アス英和大辞典/自然科学系英和・和英
大辞典/200万語専門用語英和・和英大辞典/研究社英和活用
大辞典/TOEICテスト公式問題集/TOEFLテストパーフェクトボ
キャブラリー●デジタル大辞泉●ブリタニカ国際大百科事典他

カラ－グラフ関数電卓
様々な描画解析で授業や実験等、幅広く活躍
3Dグラフ機能搭載
最大61,000バイトRAM
関数・機能1,200以上

ＣＡＳＩＯ
ｆｘ-CG50-N
80196038 税込組価19,800円 本体価格18,000円 

消費税1,800.0円

●関数計算●行列計算●ベクトル計算●統計計算●ｅ-Activity
機能●表計算●２Dグラフ●３Dグラフ●ダイナミックグラフ●
テーブル機能●漸化式●円錐曲線グラフ●方程式 ●プログラ
ム機能●財務計算●PCリンク機能●幾何●ピクチャープロット
機能●周期表●QRコード機能●試験モード対応　他

①3Dグラフ機能
立体断面の可視化
平面で切断した切り
口がわかる

②2Dグラフ機能
グラフ描画・解析
数式やデータから多
彩なグラフを表示

物理化学の講義を担当して 15 年余り、特に古典 ~ 前期量子論
に至る部分では、直感的に理解できる美しい数式がたくさん登
場します。Boltzmann の式、Clausius の関係、Maxwell の分布など、
板書するだけでも楽しい式が数多く・・・。これらの数式は、
学問としてだけではなく、例えば道を歩いているときに、「今日
の空気の分子はどのくらいの速さで動いているのだろう ?J、「あ
の葉っぱの光吸収スペクトルのピークはどのくらいだろう ?J、
などといった空想に定量的な解答を与えてくれます。こんな疑
問をすぐに解消するのは、確かに最近のスマートフォンに入っ
ている電卓でも事足りるかもしれません。しかし、大学や大学
院で学ぶ過程では、一歩進んで、例えば「この状態で温度を上
げると、この状態はこちらに動くはずだ」、「動く速さは、A と
B とどちらが早いのだろうか ?J、「そうするとどこかで両者の状
態が同じになるはずだ」、といった「関係の線を引くこと」がと
ても重要になります。言い換えれば、学問としての物理化学の
本質は、rc 相関 ) 線を引くこと」にあるのかもしれません。そ
う考えると、前述の先人たちの美しい数式の意味、数式を美し
いと感じる理由が納得できます。例えばガウス分布、おそらく
最も単純な形をしている指数関数が ( そして演算はかなり困難
な関数が )、あんなに美しい山型の分布を持つことを簡単に実感
できることはとても素敵なことのように思えます。そんな楽し
みに答えてくれる装置、そんな風にこのグラフ関数電卓を使っ
てみて感じました。

カラーグラフ関数電卓  fx-CG50-N を推薦します
京都大学大学院 工学研究科 分子工学専攻 教授 関  修平
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〈コロナ時代の生活〉
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テーブルマスク L TM テーブルマスクTM

※Lサイズは縦長組立に
　非対応です。

4,180円
税込

生協
価格

 【材質・サイズ】 ボード：透明塩ビ板 90×60(cm)
  スタンド：紙 奥行 15(cm)＊セット時
 【重量】 1.3kg ／セット

2,178円
税込

生協
価格

 【材質・サイズ】 ボード：透明塩ビ板 60×45(cm)
  スタンド：紙 奥行 11.6(cm)＊セット時
 【重量】 0.9kg ／セット

横長組立 縦長組立

60

45

11.6

45

60

11.6

ウィルス感染予防対策コーナー ～10 月末まで
コロナ時代を生きる！

携帯用非接触検温計

オートソープディスペンサー

透明ボードで
圧迫感なし !

配達 配達

泡
タイプ

内容量 250 ㎖（液体は別売り）
●サイズ／約 80×100×200mm
●材質／ ABS
●電源／単 3 電池
                   3 本使用（別売り）

CARE4U  非接触型赤外線体温計  ZLK-IRT101

アーテック　携帯用非接触検温計　温たま

注文番号
650101

生協価格9,800円
税込

注文番号
650108

生協価格3,300円
税込

アーテック
オートソープディスペンサー 51279
注文番号
650108

生協価格2,200円
税込

ひんやり冷感マスク 3 枚入 スライド式ＵＶマルチ除菌器

ヒンヤリ涼しい冷感素材のマスクです。
洗って繰り返し使用可能！

注文番号
650101

生協価格 598 円
税込

非接触電子体温計

測定方法：

測定距離：

温度測定範囲：

操作音：

温度測定精度：

ストレージ：

電池低下通知：

低エネルギー消費：

サイズ・質量：

赤外線非接触

2～5cm（推奨測定距離）

（89.6℉～109.4℉）/（32℃～43℃）

※体温モード時

ブザー、30db、オフ可

（±32.36℉）/（±0.2℃）

最大 32データ保存

画面にバッテリー低下の表示

60秒間操作しない場合、

自動シャットダウン

116×55×170mm、150g（電池含まず）

単 4形電池二本使用。別途お求めください。

※こちらの商品は個人での
　ご購入は対応しておりません。
　大学公費・団体でのご購入
　のみ対応いたします。

好評販売中！
お近くの
生協店舗にて
お求めください。

カバンやポケットに入る！
リーズナブルな価格帯！
商品サイズ：
75×60×23mm

（ストラップを除く）　

手指消毒剤

花王　ハンドスキッシュ　EX  800ml
注文番号
650108

生協価格 1,370円
税込

擦り込むだけで簡単に手
指を素早く洗浄・消毒。
ベンザルコニウム塩化物
を有効成分とした、消防
法の危険物に該当しな
い、指定医薬部外品（外
皮消毒剤）の手指・皮ふ
用洗浄消毒剤です。

弱酸性次亜塩素水除菌消臭剤

ジアット X　キレイ空間  500ml スプレーボトル
注文番号
650108

生協価格 1,500円
税込

注文番号
650108

生協価格5,980円
税込

弱酸性次亜塩素酸水は、「幅広い抗
菌範囲（インフルエンザなど）、強力
な除菌消臭力、高い安全性」におい
ては極めて高い評価を持つ除菌消
臭剤です。
その唯一の欠点であった長期保存
性の問題を世界で初めて解決した
製品がジアット X です。独自の技術
で高い浸透性を確保しました。床や
壁、テーブルなどへの浸透性が高い
ため、現場レベルで除菌消臭力に格
段の違いがあります。

超軽量・超小型！
どこでもスライド
するだけで除菌

アルコール除菌が
苦手な方に！

ESSGEE-003
EG18754（ブラック）
EG18755（レッド）
EG18756（ホワイト）
EG18757（ブルー）


