
2023年
第294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
2023年3月号

カタログ有効期限 3月末日

お問い合わせは

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/

京大生協見積

AWSバウチャーチケット
はじめての方をサポートします！

大学生協版

AWSスターターチケット
AWSメンバーズバウチャー

チケットサービス

事前支払い型／コストダウン
専用ポータルサイトでコスト見える化

C5A0001 99,800円税込生協
価格

C5A0002 69,800円税込生協
価格●1年間有効（1年後に残高が残っている場合、

　期間満了前に追加購入することにより残高を含めた利用権を最終購入日から1年間延長することが可能）

通常はAWSメンバーズバウチャーチケット
の初回購入時に限定した同時購入オプション
ですが、すでにメンバーズバウチャーチケット
でAWSを利用中の方にもお求めいただける
3月末までの期間限定キャンペーン実施中！！

バウチャー
チケットの

オプショ
ン

Point

★初めてAWSを使う方向け
★2.5時間のレクチャー
★オンラインで
　マンツーマンのトレーニング

機密情報などがあるのでセキュアなところで使いたい、
信頼度の高いところで使いたい（他の企業でもそういっ
た理由でAWSを利用していたので）。

自力で学習するよりも時間の節約ができ、構築を外注すると費用もかかるので
助かった。丁寧な解説に満足した。
他の方にも初めての場合はぜひおすすめしたい。

★AWSを選択した動機

★トレーニングを利用しての感想

池之上先生の活用例

京都大学
池之上辰義 先生

先生は昨年チケットを新規で3セットほどご購入いただきましたが、
1年間活用されずにおられたところ、トレーニングを受けることで
さらに活用いただけるようになりました。ご紹介します。

▶PC１台につき１ライセンス・税込組価７７０円
▶公費・私費利用とも可能です。
▶利用期間：納入日から2024年3月31日まで。
▶ボリュームディスカウント
　まとまったご利用がお得なボリュームディスカウントを
　ご用意いたしました。

購入後すぐに使用できます！

1－199デバイス
200-249デバイス
250-499デバイス
500-999デバイス
1000-1999デバイス

数　量

700円
500円
450円
400円
350円

１ライセンス当り
本体組価

770円
550円
495円
440円
385円

１ライセンス当り
税込組価

下記のサイトからお申し込みください。
https://dls.s-coop.net/

京大全学セキュリティソフト [ ESET PROTECT Entry オンプレミス ］

ESET PROTECT Entry オンプレミス は、マルチプラットフォーム対応
のセキュリティソリューションです。ESET PROTECT Entry オンプレミス 
には、アンチマルウェアやネットワーク保護、セキュアーブラウザーなどが
備わった総合的なエンドポイント保護機能とオンプレミス型セキュリティ
管理ツールが含まれます。

従来の「ESET Endpoint Protection Advanced」で提供されていたセキュ
リティ製品（ESET Endpoint Securityなど）が引き続きお使いいただけます。ご案内
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デスクワーク/Web会議に最適な
14.0型のワイド画面液晶

Panasonic
CF-LV1JDHVS（シルバー）

65010246 149,800円
税込生協

価格

人気のレッツノートが大集合！人気のレッツノートが大集合！

14.0

12.1

メモリ：16GB
SSD：256GB
光学ドライブあり

Core i5-1145G7
Win10 Pro

12.1型WUXGA

メモリ：16GB
SSD：256GB
光学ドライブなし

Core i5-1145G7
Win10 Pro

12.1型WUXGA

12.4

249,800円税込生協
価格65010242

Panasonic
CF-FV3 オリジナルモデル

Core i7-1260P
メモリ：16GB

SSD：512GB
Windows11 Pro
14.0型QHD TFT

2023 最新版ルネモデル入荷！2023 最新版ルネモデル入荷！

好評販売中！

Windows11 Pro
1２.4型FHD+TFT Core i7-1260P

メモリ：16GB
SSD：512GB

249,800円
税込249,890円
税込

249,800円
税込生協

価格65010243

Panasonic
CF-SR3 オリジナルモデル

14.0

毎年好評のルネモデルレッツノートの2023年モデルです。
今年は新モデルのSRシリーズ12.4型が登場しました！
色もカームグレイと雰囲気もかわりました。
大学生協ならではの高パフォーマンスを実現しています。

はじめました！はじめました！
ご購入時の SSD・メモリ増設サービスSSD・メモリ増設サービス

お持ち込みPCへの増設につきましても、お問い合わせください。

増設で快適な作業環境をGetしませんか？
まずは、ルネまでご相談ください！

Win/Mac 対応 各種メーカー修理代理店

SSD増設

メモリ増設

12.0型マルチタッチパネルで
タブレット使いもできる

Panasonic
CF-QV1RDEVS（シルバー）

154,800円
税込生協

価格65010247

メモリ：8GB
SSD：256GB
光学ドライブなし

Core i5-1145G7
Win10 Pro

マルチタッチパネル
12.0型WQXGA

12.0

台数
限定

台数
限定

メモリ：8GB
SSD：256GB
光学ドライブなし

Core i5-1135G7
Win10 Pro
14.0型FHD

モバイルワークに最適
12.1型ドライブ付きモデル

Panasonic
CF-SV1RDAKS
（シルバー）

65010248 159,800円
税込生協

価格

軽量※・コンパクト・高性能
12.1型モバイルPC

Panasonic
CF-SV1RFLKS
（シルバー）

149,800円
税込生協

価格65010244

台数
限定

応援価格

お買い得

※重量：約0.944kg

12.1

台数
限定

即納
OK!
即納
OK!
即納
OK!

即納
OK!
即納
OK!
即納
OK!



3
店内企画棚

『京都大学百二十五年史　通史編』
京都大学百二十五年史編集委員会 編
A5 判上製　502 頁　本体：3000 円＋税
京都大学学術出版会
知の「自由」に危機が訪れた今、それぞれの岐路と軌跡を刻銘に記録し、
次の百五十年、二百年へと向かう。創設期の模索、戦時体制、大学紛争と
新時代への転換。創立から今日までを三編に区分して叙述する通史編。

『アフリカから農を問い直す　
　　－自然社会の農学を求めて』
杉村和彦・鶴田　格・末原達郎 編
A5 判上製　482 頁　本体：4500 円＋税
京都大学学術出版会
我々は「農業社会」の限界を超えられるのか？
 食料生産革命を経験しないアフリカの大地から
生まれる多様で豊かな農と食から、
精神のモノカルチャーと化した現代社会の
行き詰まりを解決する術を学ぶ。
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お問い合わせは 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/

京大生協見積

オンプレミス版各種 2023年3月以降は、大学による提供となりますが、生協から購入したオン
プレミス版ライセンスは特段手続きなく、そのまま利用することが可能です。

マイクロソフト包括ライセンスのご案内
ライセンス移行対応

長らく生協から提供しておりました「マイクロソフト包括ライセンス」に基づく
ソフトウェアは今年3月より、段階的に大学側による提供に切り替えていきます。

教職員

身分は？

Ⓐ：2023年7月以降は大学から
提供されます

Ⓑ：対応不要
Ⓒ：2023年7月以降に新規利用可能
      （2023年3月～6月中の新規利用は要申請）

Ⓓ：2023年3月以降は大学から
提供されます

Ⓔ：対応不要
Ⓕ：2023年3月以降に新規利用可能

学　生

❶

❷

❸

❶

❷

❸

利用製品は？

利用製品は？

〈 教 職 員 〉Ⓐ 〈 学  生 〉Ⓓ

〈 教 職 員 〉Ⓒ 〈 学  生 〉Ⓕ

❶ 生協で買った Microsoft 365 A3
❷ 生協で買った Microsoft 365 A3 以外の製品
❸ 生協でMicrosoft製品は買っていない

生協で Microsoft 365 購入済み

生協で Microsoft製品 未購入

2月末まで有効なライセンスをお持ちなら6月末まで利用可能。
7月以降は大学が提供するアカウントに切り替えて利用いただく
ことになります（申請手続き不要です）。

3月～6月の間にOfficeソフト上でサインアウトし
KUMOIで再度ライセンス認証。

7月以降に利用可能。
※6月までに必要な方は情報環境機構ウェブサイトへ

3月から学生メールのアカウントを利用し、
Office製品の入手が可能。

京都大学情報環境機構 Webサイト
https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/cloud-service/microsoft/

包括ライセンス対象外のMicrosoftアカデミックソフトウェアについては以下でお問い合わせください。


