
■ OS：Windows 10 Pro 64ビット
■ CPU：インテル® Core™ i7-1165G7
■ メモリー：32GB　　■ SSD：512 GB
■ 光学ドライブなし
■ 画面：14.0型（3:2） QHD（2160×1440）
■ 外形寸法：幅308.6×奥行235.3×高さ18.2mm
■ パソコン本体：約1.129 kg（付属Lバッテリー装着時）
■ USB3.1 Type-Cポート（Thunderbolt4対応）×2、
USB3.0 Type-Aポート×3、LAN コネクター、
外部ディスプレイコネクター、HDMI出力端子、ヘッドセット端子

2021年
第269弾

Kyoto Univ. CO-OP
価格はチラシ作成時の価格です。
変動の際はご容赦ください。生協パソコンお買い得情報

2021年7月号

カタログ有効期限 7月末日

お問い合せは

最新カタログはこちらから▶ https://www.s-coop.net/service/research/sales/
京大生協　お見積り・お問い合わせセンター
https://www.s-coop.net/service/research/inquiry/

レッツノートFV1 Univ.モデル

デザイン&スペックを一新デザイン&スペックを一新
最強モバイルノートFV1登場!!最強モバイルノートFV1登場!!

新製品！

14型(縦横比3:2)の大画面！

リモート会議・授業が快適「COMFORTALK」

対象： 大学生協で購入された型番末尾が「U」または「C」のレッツノート

レッツノートFV1プレミアムモデル
パナソニック

80672204

レッツノートNEWモデルもお試しできます
7/19㊊・20㊋・21㊌ 11:00～17:00ショップルネ

イベントコーナーにて

Univ.モデルは保証がバッチリ。この機会に気になるところをチェック！

レッツノート 大学生協モデル 点検会
【注意事項】
・現物確認できることが保証の条件となります。
・本保証を受けるにあたっては、ご購入後1ヶ月以内に
 下記のURLからお客様登録を行ってください。
 https://askpc.panasonic.co.jp/s/maintain/univ.html
・本保証は、大学生協店舗を通じて規程のルートで修理依頼を
 していただいた場合のみ適用されます。

https://www.s-coop.net/service/research/inquiry/

サイト内のこのリンクバナーをクリック！

京大生協 お見積り・お問い合わせセンター

公費のことなら
おまかせください！
公費のことなら
おまかせください！

公費センター公費センター 好 評
運営中

ここで
バッチリ！！

当日ご来店にてSVシリーズをご注文お買い上げ
いただいた方に天板プレゼント（数に限りあり）
     ※色は選べません。

PanasonicレッツノートUniv.モデル（型
番末尾「U」）には、4年間メーカー保証＋3
年間特別安心保証が付帯しています。

価格は店舗へ
お問い合わせください

Philips 24inch液晶モニター243S9A

HP ProDesk 405 G6 DM

※組み立て完成イメージ

24inch

Philips 24inch液晶モニター243S9A

MAXHUBがあれば大丈夫！

MAXHUBがあれば大丈夫！

79,180円税込生協
価格

★オプションで2.5インチSSD500GBが
　プラス9,980円で追加できます。

CPU
OS
Memory
OS Disk
Monitor

Network
固定金具

：AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
：Windows 10 Pro
：DDR4-3200 8GB
：M.2 NVMe SSD 256GB
：Philips 243S9A 24-inch FHD,
 PD 65W
：Wi-Fi 6 & Bluetooth 5
：HP Quick Release 2

スペース有効活用に！ 液晶モニターとPCセットでこの価格
HP ProDesk 405 G6 DM
＋ Philips 24inch液晶モニター

〔243S9A〕

軽量！薄型！
最新世代CPU搭載の
ハイパフォーマンス！

155,000円税込生協
価格

シルバーホワイト

13.3

重量

約0.894kg
バッテリー

約22.5時間

モバイルワークに最適ノートパソコン

LIFEBOOK UH オリジナルモデル
富士通

R070203

MAXHUB  55インチ

760,800円税込生協
価格R070201

●13.3型 FHD（IGZOパネル搭載/ノングレア液晶）●インテル® Core™ i7-1165G7●メインメモリ：
8GB LPDDR4x(空きスロットなし)●記憶装置：SSD 256GB PCIe●光学ドライブ：非搭載●有線
LAN：内蔵●無線LAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ax準拠(Wi-Fi6)●Bluetooth 5.0準拠●インター
フェース：USB Type-C(PD対応)/USB Type-A×2/HDMI2.0×1/SDカードスロット●バッテリー駆
動時間：約22.5時間●本体重量：約894g●OS：Windows10 Home●メーカー4年5カ月保証

オプション

3,300円/年
Windows10 Proへ
UPグレード可能 

Intel Core i7搭載
4年保証オリジナルモデル

172,800円税込生協
価格

Windows10 Pro 搭載 軽量モバイル

レッツノート
SV1オリジナルモデル

パナソニック

R070202

R070204

●12.1型TFTカラー液晶1920×1200アンチグレア●Intel Core i7-1165G7●Windows10Pro 64bit
●ストレージ：SSD256GB（PCIe）●メモリ：16GB（空き0）●無線LAN：11a/b/g/n/ac/ax、
BluetoothVer.5.1●DVDスーパーマルチドライブ内蔵●インターフェイス：Thunderbolt4対応USB 3.1 
Type-C/USB 3.0 Type-A×3/HDMI×1/外部ディスプレイコネクター●駆動時間：12.5時間（付属バッテ
リーパックS装着時）●質量：約0.999kg（付属バッテリーパックS装着時）●保証：メーカー4年保証

Webカメラ搭載

この一台ですべて解決！ Web会議に必要な周辺機器をすべて内蔵！！

写真はイメージです

写真はイメージです

困ったな
～

困ったな
～ Web会議を始めるには
色々揃えないといけない…

機材コスト、機材の相性、配線作業…
なかなかWeb会議が始められない…

カメラ マイク ディスプレイ

パソコン プロジェクター Web会議システム

スピーカー

強化ガラスタッチパ
ネル搭載

4K高画質に加え、
強化ガラス搭載！

内蔵アレイマイク
8m集音仕様6台ー

参加者の位置を

特定する自動集音機
能

PC内蔵
MAXHUBにPCが内

蔵されているので

手元にPCを用意し
なくてもOK!

1200万画素高画質
カメラ内蔵

自動ホワイトバラ
ンス/自動明るさ調

整頼れる
機能が

満載！
頼れる

機能が

満載！



お問い合せは 京大生協　お見積り・お問い合わせセンター
https://www.s-coop.net/service/research/inquiry/

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

■機能を抑えた廉価タイプ・サーキュレーター
18cm羽根

押しボタンスイッチ

 

シーズ
CSNC-1821BK
80658871 税込組価2,280円 本体価格2,073円 

消費税207.3円

●18cm・3枚羽根●風量2段階切換●上下110度(上90度・
下20度)手動角度調節●サイズ：幅280×奥行70(90度上向
きの場合は130)×高さ285mm●重量：1.4kg●消費電力：
(50Hz)34W(60Hz)36W　※左右の首振りはできません

下向き20度まで上向き90度まで

■室内の換気対策に、暖冷気を効率的に循環

シーネット
CCM105XR ホワイト
80610985 税込組価4,480円 本体価格4,073円 

消費税407.3円

●風量強弱3段切替(静音・弱・強)●18cm3枚羽根(PP)●7時
間OFFタイマー●10時間自動OFFタイマー●360度首振り機
能((放射状首振りラジアルスィング)●おやすみ、リズムモード
●サイズ：幅254×奥行251×高さ334mm●重量：1.7kg

■熱中症対策オート運転
15.5cm羽根
リモコン

 

アピックス
AFC-349R(WH) ホワイト
80410547 税込組価7,980円 本体価格7,255円 

消費税725.5円

●15.5cm・3枚羽根●風量3段階切替●温度センサー内蔵で｢熱
中症対策オート運転｣(31℃以上で強・30～25℃で中・25℃未満で
弱)●1・2・4時間OFFタイマー●3D立体首振り(上下80度・左右60
度)●前面ガードは取り外し可能●サイズ：幅258×奥行258×高さ
340mm●重量：2.3kg●消費電力：(50Hz)34W(60Hz)32W

メンズ スーツ

レディース スーツ

ワイシャツ

ブラウス

税込15,840円～

税込16,720円～

税込1,089円～

税込2,090円～

税込1,089円～

税込5,390円～

税込429円～

税込4,180円～

ネクタイ

シューズ

靴下

バッグ

この夏をもってルネ店が閉店します。12年の間、ありがとうございました！！

お得なセール品をご用意しています。お店に来てのお楽しみ♪
ありがとう！！ はるやまありがとう！！ はるやま

サーキュレーター

CO2濃度の計測で換気のタイミングも逃さずキャッチ！
「密」の目安をいち早くGetCO2モニター

室内の換気と冷暖房の効き目を強めてくれて、さらに電気代も節約で快適生活！！

3R-COTH01エニティ

8,980円
税込生協

価格R070401

■CO2濃度の測定で換気のタイミングを見える化。感染対策と快適な環境
を両立させるサポートを行います。

■換気のタイミングを音と色でお知らせ。ひと目でわか
りやすい4カラーの表示方法、濃度が高い状態では
アラートでお知らせします。

■二酸化炭素濃度は4段階（正常0～
800ppm・注意801～1200ppm・
換気が必要1201～1500ppm・すぐ
に換気が必要1501ppm以上）

■アラートボタンはボタン一つでオン/
オフを切り替えることができます。

■電池のいらない充電式

ウイルス対策に必要な換気ですが、頻繁に換気すると室内
の温湿環境が不安定になり快適性が懸念されます。CO2
モニターは室内の二酸化炭素濃度、温度、湿度の3つをモ
ニタに表示し、換気のタイミングを見える化します。




