
KIT SHOP は KIT HOUSE　2F の総称で、右図のように
文具から課題や実験に必要な材料、PC サプライ用品までを扱う購買フロア、
勉学に必要な教科書や書籍を扱う書籍フロア、
飲料やお菓子を扱う食品フロアに分かれています。
KIT SHOP カウンターでは、
・書籍や文具など商品の取り寄せ
・TOEIC の受付
・PC に関する相談
・JR チケットや教習所の受付などを行っています。
工繊大生協は、KIT HOUSE の中で、勉学・研究から食生活まで工繊大生の全ての面をサポートします。

ご入学おめでとうございます
KIT SHOP は、大学構内にある「工繊大生の勉学と研究を応援するためのお店」です。
各課程・系で必要なパソコン・教科書から文具まで、大学での講義や課題に必要なものは KIT SHOP で揃います。
このカタログには、入学直後から必要になるものを中心に掲載しています。
是非、準備をお始めになる前にお読み下さい。

　

食品フロアKIT SHOP カウンター
　　　　　〈PC カウンター〉
　　　　　　　 〈サービスカウンター〉

京都工芸繊維大学生活協同組合のそれぞれの店舗について紹介します。
京都工芸繊維大学の西部構内にある「KIT HOUSE」の
１F に生協食堂　カフェテリアオルタスがあり、
２F に KIT SHOP があります。

生協カウンター

工繊大生協は、学生・院生・教職員の皆さんの出資金によって運営され、「組合員」一人ひとりの

意見や要望に基づき勉学・研究をはじめ大学生活をよりよくしていくための事業活動を行っています。

ご利用になる前に、まず、生協に加入して下さい。

生協の加入手続きに関しては、

「工繊大で大学生活を送るあなたへ」を
ご覧下さい。

お問い合わせやお申し込みは、KIT SHOP 内にある

生協カウンターへお願いします。
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KIT SHOP 店頭に並ぶノートや筆記具は、標準価格の 20％引きです。
また、4 月には新学期準備にご活用いただけるように ｢新学期応援キャンペーン｣
を行います。ノートやルーズリーフのお買い得商品が並び、新製品も多数入荷し
ますので、ご利用下さい。
課程・系によって講義で必要な教材が異なります。それぞれの教材が必要になる
時期は、ガイダンスや各講義で先生方から説明があります。KIT SHOP では、必
要な数を準備していますが、商品によっては品切れしてしまうこともありますの
で、必要な時期までに余裕を持ってご購入下さい。

文具・教材・製図用品

品名 価格（税込）
応用生物学課程 / 応用化学系 /

電子システム工学課程 / 情報工学課程 /
機械工学課程

デザイン経営工学課程
デザイン・建築学課程

fx-375ES \2,036 ○ ×
fx-JP700 \3,780 ◎ ×
fx-JP900 \5,400 △ ×

四則電卓 ー × 建築のみ　◎

2012年度�デザイン経営工学課程�新入生の皆さんへ

no. メーカー 品名 型式
一般小売

価格
通常

生協価格
新学期共同購入価格

1 STAEDTLER 三角ｽｹｰﾙ30cm（オールアルミ製・副尺付）一般用 2,940 2,352 2,205
2 STAEDTLER 三角定規(ﾏﾙｽ)　ｾｯﾄ 564-36TN 2,541 2,037 1,920
3 STAEDTLER 製図用コンパス（マルス） 558 01 2,415 1,932 1,830
4 STAEDTLER 方眼直定規（溝尺･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ付き） 45cm 2,310 1,848 1,760
5 rotring カレッジセット ISO 0.13/0.30/0.50 9,922 7,938 6,945
6 STAEDTLER マルス字消し板 157 126 115
7 Muto フローティングディスク 315 252 235
8 .Too PM PAD ホワイト A3 1,333 1,197 1,155
9 .Too ｺﾋﾟｯｸﾏｰｶｰ　ｸｰﾙｸﾞﾚｲ12色ｾｯﾄ 20 075 CG 4,788 4,310 4,200
10 DRAPAS 製図用ブラシ 大 1,365 1,092 1,030
11 STAEDTLER 勾配三角定規（マルス） 25cm 4,200 3,360 3,150
12 DRAPAS テンプレート 円周定規A E108 1,680 1,344 1,260
13 DRAPAS Ｔ定規（透明両セル） 105cm 5,145 4,116 4,000
14 SANFORD KARISMACOLOR　色鉛筆 48色 11,592 9,271 8,610
15 STAEDTLER 2H/H/HB/F/B/2B/3B/4B 各2本セット 2,688 2,176 2,016

※商品の価格は全て税込み価格を表示しています。　　※不良品の交換など、生協KIT SHOP レジカウンターへお持ち下さい。

氏　名　　　　　　　　　　　　　　

連絡先　　　　-　　　　-　　　　　

no. メーカー 品名 型式 ○印
1 STAEDTLER 三角ｽｹｰﾙ30cm（オールアルミ製・副尺付）一般用

2 STAEDTLER 三角定規(ﾏﾙｽ)　ｾｯﾄ 564-36TN

3 STAEDTLER 製図用コンパス（マルス） 558 01

4 STAEDTLER 方眼直定規（溝尺･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ付き） 45cm

5 rotring カレッジセット ISO 0.13/0.30/0.50

6 STAEDTLER マルス字消し板

7 Muto フローティングディスク

8 .Too PM PAD ホワイト A3

9 .Too ｺﾋﾟｯｸﾏｰｶｰ　ｸｰﾙｸﾞﾚｲ12色ｾｯﾄ 20 075 CG

10 DRAPAS 製図用ブラシ 大

11 STAEDTLER 勾配三角定規（マルス） 25cm

12 DRAPAS テンプレート　円周定規A E108

13 DRAPAS Ｔ定規（透明両セル） 105cm

14 SANFORD KARISMACOLOR　色鉛筆 48色

15 STAEDTLER 2H/H/HB/F/B/2B/3B/4B 各2本セット

○印

8,610

デザイン経営  製図・画材用品申込書

本申込書と組合員カードと購入金額をご持参の上、KIT SHOPへお越し下さい。

まとめてお得！　必携の10点（no.1～no.10）
デザイン経営工学課程　製図用品１０点セット

共同購入セット価格
バラで買うより1,395円お得！
他店で買うより8,086円もお得！20,000

�---------------------------------------------------------------------------�切り取り線�---------------------------------------------------------------------------�

1,260
4,000

1,030

1,155

2,205

1,760

20,000
まとめてお得！　必携の10点（no.1～no.10）

デザイン経営工学課程　製図用品10点セット
税込価格

2,016

デザイン演習Ⅰ･Ⅱ　製図及び画材用品のご案内
　　　京都工芸繊維大学生活協同組合　KIT SHOP

  新入�生の皆さんご入�学おめでとうございます。大学の講義・演習で使うテキストや教材は意外とお金がかかってしまいます。
生協では皆さんに少しでも費用を抑えて勉学を始めて頂けるように、共同購入�を実施いたします。申込書の購入�商品欄に○印を付けて
KKIITT  SSHHOOPP  レジカウンターまでお持ち下さい。（組合員カード又は仮組合員カードのご提示をお願いいたします）

1,830
1,920

3,150

6,945
115
235

4,200

税込価格

デザイン経営工学課程

マルチメーター
工具セット
製図用品・画材

応用生物学課程

長靴・麦わら帽子
測量野帳

機械工学課程電子システム工学課程
情報工学課程

PC 以外では
関数電卓

方眼紙（※電子システム工学課程のみ）

関数電卓
※機械製図セットやワークウェアは
2 回生になってから必要になります。

数式を教科書等の表記と同じように表示や入力できる “ 数学自然表示シリーズ ”
行列・ベクトル機能計算もできる関数電卓

オススメは fx-JP700 ですが、店頭には、オススメする関数電卓の下位機種（fx-375ES）と上位機種（fx-JP900）も並べています。
※ 1.　関数電卓選びのキーワード　「行列計算」ができること（2016 年は情報工学課程・電子システム工学課程で必要でした）。
※ 2.　デザイン・建築学課程で建築の講義で電卓が必要になる時には、10 桁以上の電卓がおすすめです。

各課程・系で必要な教材一覧

2012年度�造形工
学課程�新入生の

皆さんへ

メーカー
品名

型式
一般小売
価格

通常
生協価格

新学期共同購入価格

1 rotring
カレッジセット

ISO 0.13/0.30/0.50 9,922 7,938 6,945

2 DRAPAS
製図用ブラシ

大
1,365 1,092 1,030

3 STAEDTLER 勾配三角定規（マルス） 25cm 4,200 3,360 3,150

4 STAEDTLER 三角ｽｹｰﾙ30cm（オールアルミ製・副尺付） 一般用 2,940 2,352 2,205

5 STAEDTLER 方眼直定規（溝尺･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ付き） 45cm 2,310 1,848 1,760

6 Scotch
ドラフティングテープ

230-3-12 787 630 480

7 STAEDTLER マルス字消し板

157 126 115

8 Muto
フローティングディスク

315 252 235

9 DRAPAS
Ｔ定規（透明両セル） 105cm 5,145 4,116 4,000

10 STAEDTLER 三角定規(ﾏﾙｽ)　ｾｯﾄ
564-36TN 2,541 2,037 1,920

11 STAEDTLER 製図用コンパス（マルス） 551 01 4,200 3,360 3,150

※商品の価格は全て税込み価格を表示しています。

製図用品推奨11点セット

製図用品必携  8点セット[No.1～No.8]

※不良品の交換など、生協KIT SHOP レジカウンターへお持ち下さい。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先　　　　-　　　　　-　　　　　

メーカー
品名

型式
○印

1 rotring
カレッジセット

ISO 0.13/0.30/0.50

2 DRAPAS
製図用ブラシ

大

3 STAEDTLER 勾配三角定規（マルス） 25cm

4 STAEDTLER 三角ｽｹｰﾙ30cm（オールアルミ製・副尺付） 一般用

5 STAEDTLER 方眼直定規（溝尺･ｶｯﾃｨﾝｸﾞ付き） 45cm

6 Scotch
ドラフティングテープ 230-3-12

7 STAEDTLER マルス字消し板

8 Muto
フローティングディスク

9 DRAPAS
Ｔ定規（透明両セル） 105cm

10 STAEDTLER 三角定規(ﾏﾙｽ)　ｾｯﾄ
564-36TN

11 STAEDTLER 製図用コンパス（マルス） 551 01

まとめて買うとお得
！！造形工学課程オ

ススメ製図セット
○印

製図用品推奨11点セット

製図用品必携  8点セット[No.1～No.8]

23,500

4,000

3,150
1,920

税込価格

115

1,760
480

6,945
1,030
3,150
2,205

造形実習　製図用品のご案内

  新入�生の皆さ
んご入�学おめ

でとうござい
ます。大学の

講義・演習で
使うテキスト

や教材は意外
とお金がかか

ってしまいま
す。

生協では皆さ
んに少しでも

費用を抑えて
勉学を始めて

頂けるように
、共同購入�を

実施いたしま
す。申込書の

購入�商品欄に
○印を付けて

KKIITT  SSHHOOPPレ
ジカウンター

までお持ち下
さい。（組合

員カード又は
仮組合員カー

ドのご提示を
お願いいたし

ます）

造形工学課程  製図用品申込
書

　　　京都工芸繊維大学生活協同組合　KIT SHOP

�------------------
-------------------

-------------------
-------------------

�切り取り線�------
-------------------

-------------------
-------------------

------------�

15,000

まとめて買うとお得
！！造形工学課程オ

ススメ製図セット
共同購入税込価格

235

23,500

15,000

バラで買うより1,490 円お得！

他店で買うより10,382円もお得！

バラで買うより920円お得！

他店で買うより6,996円もお得！

本申込書と組合員カード、購入金額をご持参の上、KIT SHOPへお越し下さい。
税込価格

生協 KIT SHOP　'12 画材を共同購入で買おう！

共同購入取扱期間：４月5日〜28日

Sanford カリスマカラー色鉛筆 48 色セット

　　　　　　　　　　　　　　　　　or 72 色セット

STAEDTLER　鉛筆13 硬質 34 本セット

      ホルベイン　水彩絵具  
 30 色セット or 48 色セット

48 色セット一般小売価格11,592 円通常生協価格
9,271 円共同購入価格

8,610 円

72 色セット一般小売価格17,388 円通常生協価格13,912 円共同購入価格13,020 円5H,4H,3H,2H,H 各２本
F,HB,B,2B,3B,4B,5B,6B 各３本

　　　一般小売価格　5,712 円
　　　通常生協価格　4,624 円

　　　共同購入価格　4,284 円

30 色セット一般小売価格　5,775 円
通常生協価格　5,197 円

共同購入価格　4,920 円

48 色セット一般小売価格　9,450 円
通常生協価格　8,505 円

共同購入価格　8,000 円

アルミ製水彩パレット小 ･26 色 or 大 ･30 色
● 26 色・小 ( 写真右側 )

 一般小売価格　2,100 円
通常生協価格　1,890 円

共同購入価格　1,785 円

KIT SHOP では、スケッチブック ･ アジャスタケース ･ 筆 ･ 木炭 ･ 各種用紙など、製図用品 ･ 画材用品 ･ 模型用品を多数

取りそろえています。また、カタログなどからの取り寄せも受け付けています。お気軽にお声をおかけ下さい！
メーカー

商品名

税込価格
○印

Sanford
カリスマカラー 48 色セット

8,610

Sanford
カリスマカラー 72 色セット

13,020

STAEDTLER
ルモグラフ鉛筆セット 

4,284

HOLBEIN

 水彩絵具 30 色セット

4,920

HOLBEIN

 水彩絵具 48 色セット

8,000

HOLBEIN

水彩パレット No.80

1,785

HOLBEIN
  水彩パレット No.150

2,310

TURNER
ポスターカラー 18 色セット 11ml

1,785

生協の共同購入なら最大で標準価格で買うより12,238 円もお得！！

※上記の表示価格はすべて税込価格です。
切り取り線

造形画材　共同購入申込書

生協は組合員の出資金で仕入等を行っています。加入してからご利用下さい。お申し込みには、生協の仮組合員カードのご提示をお願い致します。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　−　　　　　−　　　　　

※申込書と購入金額を添えて、お申し込み下さい。商品は当日にお渡し出来ない場合があります。予めご了承下さい。

ターナー　ポスターカラー18 色セット 11ml

● 30 色・大 ( 写真左側 )
 一般小売価格　2,730 円
通常生協価格　2,457 円

共同購入価格　2,310 円

● 18 色・11ml チューブ
 一般小売価格　2,205 円
通常生協価格　1,984 円

共同購入価格　1,785 円

デザイン・建築学課程

製図用品
画材

関数電卓

応用化学系
関数電卓・分子模型

※白衣や実験ノートは３課程に
わかれる 2 回生で必要です。



工繊大生のためのパソコン

■ 工繊大生にとって PC は必要だと思いますか？

工繊大生のパソコン事情
大学生協では、毎年秋に 1 回生から 4 回生の工繊大生の中からランダムに抽出し「学生の消費生活に関する実態
調査」を行っています。その際にご協力いただいた「PC アンケート」の結果と、PC 修理持ち込み時に回答して
いただいた結果をまとめ、KIT SHOP では、工繊大生の「パソコン事情」の把握に努めています。
アンケート結果は、工繊大生協の HP で紹介していますので詳細はそちらをご覧下さい。

必要と答えた人は全体の 89％を占め、
ほとんどの人が必要だと考えていることがわかりました。
右図のアンケート結果で、レポートを書くためという回答
が一番多く、データ整理やプレゼン、課題、研究という回
答が多いことから、大学での勉学や研究に PC が必要だと
いうことがわかります。

※各課程専門ソフトと回答しているのは、
　少数の 2 回生と 3 回生以上でした。

■ お使いの PC は、いつ購入しましたか？

入学式前と 1 回生前期に購入していたと回答した人が全体の

80％を占めました。

上記でどんなことに使っているかの回答結果グラフを記載し
ていますが、今回のアンケートで「各課程・系・専攻におけ
る専門ソフトの実行」と回答した人には 3 回生が多かったで
す。このことから入学式前後にパソコンを購入する際は、す
ぐに買い替えるつもりがないのであれば、上回生になってか
らのことを考えたモデルの購入をお勧めします。

■ 2016 年春　課程・系別　購入者数

2016 年春・生協 PC 購入者数

2016 年入学者数 613 名
生協 PC 購入者数のうち新入生は、234 名
購入者の割合は入学者数の

約 40％

■ どんなことに PC を使っていますか？

応用化学系 42 7

応用生物学課程 7 6

機械工学課程 39 0

情報工学課程 43 0

電子システム工学課程 29 0

デザイン経営工学課程 21 0

デザイン・建築学課程 13 19

地域創生 Tech Program 3 1

その他 11 4

245 208 37

Windows Mac



1 回生でパソコンを使う講義

※デザイン経営工学課程の講義では、
ノートパソコンを持っている前提なので、
Word でのレポート提出や PowerPoint で
のプレゼンの作成などの指示が出る可能性
があります。

◆購入前のチェックポイント！◆

□　困った時に相談しやすい

□　4 年間保証と水漏れや液晶割れに対応できる補償がついている

□　Microsoft  PowerPoint など必要なソフトがついている

□　持ち運びに便利な軽さ

□　プロジェクタ接続に必要な出力端子（RGB) がついている

　　または、変換アダプタが付属している

□　長時間バッテリ駆動

□　自分の所属する課程・系での使用に適している

工繊大生協KIT SHOPなら、全てにあてはまる機種をご紹介できます。
カタログ掲載品以外の PCについての取り扱いはKIT SHOPカウンターでお尋ね下さい。

応用生物学課程
前期　一般教養科目 / 情報処理演習　　　　　　　　　　　             後期　「課題開発型演習」

デザイン・建築学課程
前期　一般教養科目　　　　　　　　　　　　　　　　           後期（デザイン）「デザイン基礎」

電子システム工学課程　　
前期　一般教養科目 / プログラミング演習Ⅰ　　　　　　    　　   後期　実験

情報工学課程
前期　一般教養科目 / 情報工学基礎演習 / 情報リテラシｰ概論         後期「ソフトウェア演習Ⅰ」

応用化学系
前期　一般教養科目 / 情報処理演習　　　　　　　

生体分子応用化学課程 2 回生『化学基礎実験』

機械工学課程　　
1 回生　一般教養科目 / エンジニアのためのリテラシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デザイン経営工学課程　　

1 回生前期「情報リテラシー概論」必ずパソコンが必要
その他のパソコンを使う講義
・エンジニアリング演習 I,II　　・マネジメント演習 I,II
・CAD/CG 演習　( 基本的には情報科学センター演習室 PC を使用 )
・デザイン系演習科目 ( 一部 )　　　　他　デザイン経営工学課程提供科目

機械工学課程 2 回生『機械製図法』

大学生活 4年間を安心してパソコンを使うために・・・

4 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 月　　　　　　　　　



品番
Panasonic　CF-SZ6F21VC

Let's note CF-SZ6
東芝　RV72BME-NNC

dynabook RV72
DELL　XPS13 MLK

XPS13
工繊大生協価格 税込￥193,800 税込￥179,800 税込￥189,800
※右記 CF-SZ6F21VC の
価格はベースモデルの価格です。
情報工学課程　
税込￥198,800
電子システム工学課程モデル
税込￥197,800
となります。

OS Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Home

CPU Intel Core i7-7500U Intel Core i5-7200U Intel Core i7-7500U

グラフィック Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620

メモリ 8GB LPDDR3
( 増設・交換不可 )

8GB LPDDR3
 ( 増設・交換不可 )

8GB LPDDR3 
( 増設・交換不可 )

SSD 256GB 256GB 256GB

ディスプレイ 12.1 型 WUXGA(1920 × 1200)
アンチグレア タッチパネルなし

12.5 型 FHD(1920 × 1080)
ノングレア タッチパネル有

13.3 型 FHD(1920 × 1080)
アンチグレア タッチパネルなし

デジタイザー なし アクティブ静電結合方式 なし
光学式ドライブ DVD スーパーマルチドライブ なし なし
駆動時間 約 14.5 時間 (JEITA2.0) 約 17.0 時間 (JEITA2.0) 約 9.5 時間
本体質量 929g 1099g 1230g
外形寸法 ( 幅×奥行×高さ ) 283.5 × 203.8 × 25.3mm 299.0 × 219.0 × 15.4mm 304.1 × 212.4 × 14.9mm

Office/ ウィルス対策ソフト
Microsoft Office Professional
Premium(2016)+Office365 サービス
ウイルスバスタークラウド

Microsoft Office Home&Business 
Premium(2016)+Office365 サービス
ウイルスバスタークラウド

Microsoft Office Home&Business 
Premium(2016)+Office365 サービス
ウイルスバスタークラウド

保証＆補償
4 年間の保証＋動産保障
※それぞれの詳細は工繊大生協の
web サイトでご確認下さい。

Panasonic  メーカー通常保証 1 年
＋ Panasonic 延長保証 3 年
動産補償［GSS］4 年

東芝  メーカー通常保証 1 年
東芝クライアントソリューションサポート 3 年
損害補償 4 年

DELL　4 年間の保証
AD（アクシデンタルダメージ）サポート
( 盗難対応付 )

　電子システム工学課程モデルおよび、情報工学課程モデルの場合、課程の講義や実験で使うソフトの環境を構築します。
大学で使う専門的なソフトの中には、インストールや設定作業が初心者には難しいものがあるため、生協ではオススメす
る機種を先生と相談して決めているだけでなく、必要なソフトも相談して決め動作検証したパソコンを提案しています。

☆インストール内容☆
●ソフトウェア開発環境　　
●回路シミュレータ
● Linux　　〔情報工学課程モデルのみ〕
 導入ソフトウェア一覧は、
工繊大生協 web ページでご覧いただけます。
　
☆インストール方法☆
　◎初期設定後個別にインストール作業を行います。

電子システム工学課程モデル＆情報工学課程モデル

課程・系別工繊大生協オリジナルパソコン



Panasonic  
Let's note 
CF-SZ6 

東芝
dynabook

RV72
DELL　
XPS13

Apple　13inch
MacBook Pro
TouchBar なし

Apple　13inch
MacBook Pro
TouchBar あり

応用生物学課程 ◎ ○ ○ ◎ 〇
応用化学系 ◎ ○ △ ◎ ○
電子システム工学課程 ◎ △ △ △ △
情報工学課程 ◎ △ △ △ △
機械工学課程 ○ ○ ◎ △ △
デザイン経営工学課程 ◎ ○ △ △ △
デザイン・建築学課程 △ △ ◎ 〇 ◎
地域創生 Tech Program ◎ ○ △ ○ △

あなたの課程・系におすすめのモデルはこちら！

◎おすすめ！　○第 2 候補　△課程としては推奨していません　

生協が、各課程・系の先生や工繊大生と相談して、新入生のみなさんがこれからの大学生活の 4 年間、
活用していただけるパソコンを選びました。

セット価格
税込

￥24,000

クリーニングクロス

MacBookPro
オプション

ウイルスバスター
クラウド 4 年版

Office 
Academic 
2016 Mac

品番
Apple  MacBook Pro 13 TouchBar なし 

 ベースモデル MLUQ2J/AMLL42J/A
Apple  MacBook Pro 13 TouchBar あり
ベースモデル MLVP2J/AMLH12J/A

工繊大生協価格 税込￥175,000 税込￥204,500

OS macOS Sierra macOS Sierra

CPU Intel Core i5 2.0GHz Intel Core i5 2.9GHz

グラフィック Intel Iris Graphics 540 Intel Iris Graphics 550

メモリ
8GB LPDDR3 1,866MHz
( 増設・交換不可 )

8GB LPDDR3 2,133MHz
( 増設・交換不可 )

SSD 256GB 256GB

ディスプレイ
13.3 型 WQXGA(2560 × 1600)
グレア タッチパネルなし

13.3 型 WQXGA(2560 × 1600)
グレア タッチパネルなし

光学式ドライブ なし なし

駆動時間 最大 10 時間 最大 10 時間

本体質量 1370g 1370g

外形寸法 ( 幅×奥行×高さ ) 304.1 × 212.4 × 14.9mm 304.1 × 212.4 × 14.9mm
保証＆補償
4 年間の保証＋動産保障
※それぞれの詳細は工繊大生協の
web サイトでご確認下さい。

Apple メーカー通常保証 1 年
＋ GSS 延長保証 3 年
動産補償［GSS］4 年

Apple メーカー通常保証 1 年
＋ GSS 延長保証 3 年
動産補償［GSS］4 年

+

+

 Office 2016 
解説本プレゼント

+



15インチ以上 タブレット
2 台目に持つ機種としてタブレットをご希望の場合
KIT SHOPカウンターでご注文・お問い合わせ承ります。大きさ・重さ 性能

・各課程・系の使用に応じた性能
・Microsoft Office （Word・Excel・PowerPoint 必須）・ウイルス対策ソフト
　　　※Macの場合、Officeとウイルス対策ソフトはオプションになっています。
　　　　必要に応じてお申込下さい。

・課程で使われる専門ソフトの導入または導入サポート

2017 年工繊大生協オリジナルパソコンお勧めポイント

4 年間の保証と動産補償
生協おすすめパソコンには保証と動産補償の両方がついているので故障時の負担が少なく安心です！
故障内容によって、延長保証の対象か動産補償の対象かが異なります。
※機種ごとに補償内容が異なります。詳細は web または KITSHOP でご確認下さい。

安心して 4 年間使える保証とサポート１

オリジナルアフターサポート
パソコン本体の 4 年間保証や補償も大きなポイントですが、
KIT SHOP では、困った時にすぐに相談できる PC サポート
スタッフによるサポートが一番のオススメポイントです。

課程・系に必要な条件が揃っていること2

持ち運びに便利な軽さと長時間のバッテリライフ3

◆一番多い問い合わせ・サポート依頼◆
起動しない。なぜだかわからないが動かなくなった。
明日提出の課題のデータだけでもなんとか使えるようにしてほしい。

PCサポートスタッフのノウハウを活かし、データの読み出しに成功
必要なデータを救出しました。

いつでも必ず救えるわけではないので大切なデータは
必ずバックアップを取る習慣を身につけましょう。

KIT SHOP では、新入生のみなさんが、「生協でパソコンを買ってよかった」

と思って使い続けていただけるよう日々、心がけています。



生協 KIT SHOP や図書館にあるプリンタは、カラーで両面コピーや USB メモリから印刷ができます。
情報科学センターから ID とパスワードをもらったら、学内ネットワークを通じて印刷することもできます。
だから、プリンタは、なくても大丈夫！…と言いたいところですが、意外と多い学生さんの「困った」の声。　

　　　・明日１限目にレポート提出があるのに印刷できていない。
　　　・データを印刷したかったのに、夜遅くにしか時間がとれない。
　　　・日曜にどうしても印刷したいのに図書館も生協も開いてない。

プリンタ複合機

２０１7 年おすすめオプション

EP-879A 高画質でコンパクト＆機能充実モデル
　　　　外形寸法（収納時）349×340×142（ｍｍ）

使い易さでオススメ！

新 6色インクで鮮やかな再現力

有線・無線 LAN 対応

新入生のこんな方におすすめします。

〜 使っていただいた先生 ・ 先輩から一言  〜
◆デザイン・建築学課程では、Word や Excel の講義がないのでおすすめします。
◇情報処理演習の参考書として便利かも。
◆ Google で検索するからいらない！と思いながら使ってみました。
　使ってみたら調べたい内容がまとまっているので便利でしたね。
◇初めての Mac で不安な人にはいっぱい詳しく説明してあるので便利そうですね。

※ 1．ご注文の際は、必ずお使いになるパソコンの OS にあわせてお申し込み下さい。
※ 2．初期設定後、掲載内容にあわせて実際にパソコン操作の説明を行います。

「日経パソコン Edu」への登録設定説明も行いますので、初期設定希望日は、少し時間にゆとりを持ってお越し下さい。
※ 3.　『日経パソコン Edu 4 年間使用権＋活用読本』のみのお申込も承ります。

　

『日経パソコン Edu4 年間使用権＋活用読本』

高校生の頃からパソコンは使っていたけれど、Windows10 や Mac は初めてという方のために、
この書籍ではそれぞれの基本的な使い方から実践的な活用方法を解説しています。

モバイル HDD無線 LAN ルータ

税込￥8,000

※プリンタ単体をご希望の場合はカウンターへお尋ね下さい。

HDPH-UT1WWN ｰ AC1167R

税込￥5,000

動画も快適な 867Mbps

超高速＆大容量！
データの持ち運びに最適な
ポータブルハードディスク１TB

税込￥4,200

プリンタとして使用する以外にデータをスキャンしてパソコンに取り込めるのが便利です。

本体カラーは白・赤・黒からお選び下さい。



生化学Ⅰや生化学Ⅱの講義では、生物用語の細かい説明が
少ないので理化学辞典があればフォローしやすい。

AZ-G9850

英語強化モデル
AZ-G 9800

応用生物学課程・応用化学系
電子システム工学課程
情報工学課程
機械工学課程　　　におすすめ

デザイン・建築学課程
デザイン経営工学課程
　　　　　　　　  におすすめ

理系強化モデル

♣高校生の頃に買った電子辞書をもう少し活用したい！
生協では、お手持ちの電子辞書にご希望の第２外国語やその他のコンテンツカードが、
販売されているかどうかお調べします。 
メーカー・型番・ご希望コンテンツをお知らせ下さい。
♦大学生になったらこのメーカーの電子辞書がほしい！
オススメ電子辞書以外のメーカーも、組合員価格で購入できます。

生協では、
あなたの要望に
お応えします。

★ AZ-G9850・AZ-G9800
                 語学辞書セットモデル
[ コンテンツカードセット価格 ] 

　　　￥36,800（税込）
※ご希望の語学カード 1 枚とのセット価格です

高校生の頃に使っていた英語を
4

学ぶ電子辞書から英語で
4

学ぶための大学生モデルの電子辞書へ…

2017 年おすすめ電子辞書

工繊大生協価格￥33,000 〈税込〉

AZ-G9850
AZ-G9800

＊大学生協おすすめ電子辞書＊

オリジナル特典！

※液晶割れ・水漏れによる故障・破損は、
    保証対象外ですが学割特別価格で対応します。

液晶割れ ･ 水漏れ学割修理
自然故障在学保証〔最長 4 年間〕
大学生協特別価格

TOEIC

大学生協が勧める電子辞書には、TOEIC などの語学学習用コンテンツが収録されています。

工繊大では文科省の「スーパーグローバル大学 (SGU)
創生支援」事業に採択され、学部生は TOEIC 730 点レベル
を目標としています。
工繊大生協では全国一斉実施の

「TOEIC Listening & Reading 公開テスト」
と、工繊大生向けに学内で行われる

「TOEIC Listening & Reading IP テスト」
の 2 種類を受付しています。

1 回生の授業 Career English Basic では
『TOEIC テスト公式問題集　新形式問題対応編』が
教科書として指定され、KIT SHOP で購入できます。

レジで組合員証（もしくは仮カード）を提示していただくと、10％引きになります。

KIT SHOP でのお買い物の際は、必ず組合員証ご提示下さい。



工繊大生のための教科書
工繊大生協 KIT SHOP では、先生から講義で必要な教科書・参考書を
教科書販売コーナーを設けて販売しています。講義が始まるまでに必
要な教科書・参考書は KIT SHOP でそろえておきましょう。

１．4 月 4 日（火曜日）に行われるオリエンテーションで教科書目録は配布されます。
　　課程・系別ガイダンスで、受講登録方法などの説明があります。
２．シラバスを確認して、自分が受ける講義を決めます。
３．「教科書目録」から必要な教科書を探します。
　　工繊大生協の HP にもアップしますので、よろしければそちらもご活用下さい。
４．必要な教科書が確認できたら、KIT SHOP の教科書販売コーナーに行きます。
　　曜日ごとに分かれて並んでいるので、必要な教科書を選んで下さい。
５．組合員証か仮カードを持ってレジへ行きます。[混雑緩和のためにも事前加金にご協力下さい。]

❖教科書販売❖
期間　4 月１日（土）〜 4 月 22 日（土）

教科書は、KIT SHOP 書籍フロアにコーナーを設けて販売します。

　ー KIT SHOP 営業時間ー
　4 月 1 日（土）11:30 〜 14:00
　4 月 3 日（月）〜 5 日（水）　11:00~17:00
　4 月 6 日（木）から通常時間で営業します。
　平日 :10:00 〜 20:30　土曜：11:30 〜 14:00　　日曜・祝祭日 閉店

 期間中に電子マネーで教科書を買うとポイントが通常の５倍！

教科書の買い方

教科書購入費用の目安
これは、昨年度のデータに基づいた 1回生前期に必要な教科書費用の目安です。

課程・系や選択する講義によって使用する教科書が違うため、あくまでも参考としてお考え下さい.

おもに、一般教養の教科書を購入します。

応用生物学課程 9 種類　約 23,000 円
応用化学系 9 種類　約 22,000 円
電子システム工学課程 10 種類　約 26,000 円
情報工学課程 8 種類　約 21,000 円
機械工学課程 10 種類　約 35,000 円
デザイン経営工学課程 8 種類　約 21,000 円
デザイン・建築学課程 8 種類　約 21,000 円



新入生なんでも相談会

大学生活を始める上で、どんなものが必要なのか、また、いつ準備したらいいのか、
「サポートセンター」に当日参加できなかった方のために KIT SHOP で個別対応致します。
★一番多いお問い合わせ「パソコンについて」は毎日色々な課程・系の学生さんからの
パソコンのトラブルに対応している生協 PC サポートスタッフ（工繊大生）が、お答えします。

疑問に思ったこと /どうしようと考えていること /なんとなく気になること

なんでも相談…個別にKIT SHOPで承ります！　　　　

◆安心してお使い始めいただくために、箱から出して使い始められる環境になるまでの
　設定を、PC サポートスタッフと一緒に新入生のみなさんに行っていただきます。
◆ Office/ ウイルスバスターの有効化　
　注）ウイルスバスターは、有効化しなければ効果がありません。
◆簡単な基本操作の説明を行います
◆学内ネットワークとネットワークプリンタの設定
　※ 3 月に購入・初期設定を済ませた方は、入学後大学から ID とパスワードが配布されます。　　
　　個別に対応しますので、もらわれた後で PC を持ってお越し下さい。

◇ Mac 購入者の方にも同様にセットアップサポートを行います。
　「Mac を使うのは初めてなので、使い方がわからない。」
　「使えるかどうかが不安…」
　という方のために、Windows 10 には付属しない macOS だけに付属するオリジナル
　アプリケーションソフトについても簡単に使い方を説明します。

※『日経パソコン Edu 4 年間使用権＋活用読本』設定サポート
　『日経パソコン Edu 4 年間使用権＋活用読本』を
　購入された方には、初期設定後に設定方法と
　使い方の説明を行います。

PC セットアップサポート



　3月
1 水 1 水

2 木 2 木

3 金 3 金

4 土 4 土

5 日 閉店 5 日

6 月 6 月

7 火 7 火

8 水 8 水

9 木 9 木

10 金 10 金

11 土 11 土

12 日 11:00-14:00 12 日 後期一般入試

13 月 13 月

14 火 14 火

15 水 15 水 前期合格手続き締切

16 木 16 木

17 金 17 金

18 土 11:00-17:00 18 土

19 日 19 日

20 月 20 月 春分の日

21 火 21 火

22 水 22 水

23 木 23 木

24 金 24 金 卒業式

25 土 25 土

26 日 閉店 26 日

27 月 27 月 後期合格手続き締切

28 火 28 火

29 水 29 水

30 木 30 木

31 金 31 金

1 土 1 土

2 日 閉店 2 日

3 月 3 月

4 火 4 火

5 水 5 水 入学式

6 木 6 木 前期講義開始

7 金 7 金

11:30-14:00 11:00-17:00

11:30-14:00 11:00-17:00 11:00-17:00

閉店 閉店 閉店

閉店

閉店

11:00-17:00 11:00-17:00

学事日程等

11:30-14:00

10:00-20:30 10:00-21:15 10:00-17:00

11:30-14:00 11:00-17:00 11:00-17:00

11:30-14:00
閉店

11:00-17:00 11:00-17:00

11:30-14:00 閉店

11:30-14:00

8:15-20:30

11:30-14:00

　４月

11:00-17:00

11:30-14:00 閉店11:00-15:00

閉店閉店

11:30-14:00 11:00-17:00 11:00-17:00

カフェテリア
オルタス

KIT  SHOP
購買書籍フロア

KIT  SHOP
食品フロア

本部

★「申込用紙または、web」のセットアップサポート希望日欄は必ずご記入下さい。

2017 年 3 月工繊大生協営業カレンダー

3 月 26 日
KIT SHOP

相談会
13:00 〜 17:00

PC セットアップサポート
14:00 〜 18:00

サポートセンター
3 月 15 日 10:00

サポートセンター
3 月 18 日 10:00

サポートセンター
3 月 26 日 &27 日

10:00

KIT SHOP
相談会

PC セットアップサポート
3 月 7 日スタート

　　　
　　　←開催日

新入生なんでも相談会

PC セットアップサポート

13:00 〜閉店時間

15:00 スタート
←開催日は , 上記カレンダーのこの日



 フリガナ  お申し込み日

 お名前
2017年 月 日

 フリガナ

 ご住所 〒 -

 連絡先�（市外局番からご記入ください。）  ご本人携帯電話番号

 保護者のお名前  保護者連絡先

◎お申込商品 ※機種が無くなり次第お申込み受付は終了させていただきます。

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

  + プリンタ複合機�EPSON EP-879A (↓色を選んでください)

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

スペースグレイ�        /         シルバー

I・O DATA

¥24,000

¥175,000

13インチ MacBook Pro

Touch Bar 付きモデル

シルバー MLVP2J/A ベース

スペースグレイ MLH12J/A ベース

工繊大生協オリジナルモデル

PC本体＋インナーケース＋USBメモリ8GB+USB-Cアダプタ
¥204,500

スペースグレイ�        /         シルバー

Mac用�ソフトウェア セット

¥4,200

PC本体＋インナーケース＋USBメモリ8GB+USB-Cアダプタ

¥8,000

応用生物学課程��／��応用化学系��／��デザイン・建築学課程��／��地域創生 Tech  Program

KIT SHOP　2017年　PC&オプション　専用申込用紙

CASIO 電子辞書

�����������ご希望商品に○をつけて下さい     ����     ↓

Panasonic
Let's note CF-SZ6

CF-SZ6F21VC

工繊大生協オリジナルモデル

Apple

13インチ MacBook Pro

Touch bar なしモデル

シルバー MLUQ2J/A ベース

スペースグレイ MLL42J/A ベース

工繊大生協オリジナルモデル

 ※ご自分の課程に○をつけて下さい。
電子システム工学課程��／��情報工学課程��／��機械工学課程��／��デザイン経営工学課程

¥193,800

Dell

¥223,300

¥179,800

京都工芸繊維大学生協 KIT SHOP   TEL: 075-702-3400 / FAX: 075-712-7327 / E-mail: kitcoop-pc@ma5.seikyou.ne.jp

dynabook RV72

RV72BME-NNC

工繊大生協オリジナルモデル
東芝

¥193,800

PCサポート
セットアップサポート【無料】 WindowsまたはMacの初期設定、Office/ウイルスバスターの有効化

振込�������現金�������TUOカード������ショッピングローンでのお支払い

¥33,000

合計金額�\

AZ-G9850 （理系強化モデル）

XPS13

XPS13 MLK

工繊大生協オリジナルモデル

※この申込書にて提供いただいた個人情報は、当生協の個人情報保護方針に基づいて個別業務ごとに情報の適正な管理・利用と保護に努めております。

¥197,800

¥198,800

¥212,600

¥216,600

¥217,600

情報工学モデル  (PC本体＋インナーケース+USBメモリ)

電子システム工学モデル (PC本体＋インナーケース+USBメモリ)

ウイルスバスター クラウド  キャンパス版�※4年ライセンス

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

パソコン受け取りご希望日 月 日

AZ-G9800 （英語強化モデル） ¥33,000

¥3,800
コンテンツカード�（右記価格は本体同時購入価格）

※複数言語ご購入の場合は[右記金額 x コンテンツカード数]となります

※言語は右記よりお選び下さい��□ドイツ語�□中国語�□フランス語��□その他[��������������������]

¥5,000

※商品お渡し時には、ご本人とお支払いの確認をさせていただきます。必ずレシート・振込領収書など、お支払い確認ができるものをお持ちください。

Office 活用読本 (4年ライセンス付き)�※生協でのサポート付き

お支払い方法
※ご希望のお支払い方法に

○をつけてください

¥0

¥1,000配送料 ご自宅または下宿先への配送を希望される場合��配送料をご負担いただきます。

PC本体＋インナーケース＋USBメモリ8GB

Microsoft Office Academic 2016 for Mac

ポータブルHDD 1TB USB3.0

無線LANルーター 11n対応

HDPH-UT1W

WNｰAC1167R

PC本体＋インナーケース＋USBメモリ8GB

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

�ブラック��  /��  ホワイト �� /��  レッド��

¥198,600

¥189,800

¥208,600

PC本体＋インナーケース＋USBメモリ8GB



京都工芸繊維大学生協トップページのこちらをクリック
または、トップページの

　　　　　　　　　　　　　こちらからお申込下さい。

ご注文いただいたパソコンは、「お受け取り希望日」（セットアップサポート日）にお渡しします。
『日経パソコン Edu 4 年間使用権＋活用読本』ご購入の場合は、設定および説明を PC お受け取り
希望日に行いますので、時間に余裕をみて受け取り希望日を設定して下さい。
＊配送ご希望：ご指定のご住所に配送させていただきます。
※配送をご希望の場合は、１件につき　¥1000（送料）を頂戴致します。

＊入金の確認が取れない場合（ショッピングローンの手続きを含む）商品はお渡しできません。
＊お渡し時には、ご本人とお支払いの確認をさせていただきますので、

　必ず、払込控え・領収書・ショッピングローン控えなど　お支払いの確認ができる物をお持ち下さい。

※クレジットカードでのお支払いは、
TUO カード

のみとなっております。ご了承下さい。

a) web からのお申込

※パソコンは台数限定の商品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
受付期間中であっても売り切れの際は、ご了承下さい。

パソコンのお申し込みからお渡しまで

■ 商品のご注文方法

http://kit.u-coop.net

「各課程・系専用の PC ＆オプション申込用紙」にご記入の上、生協 KIT SHOP へご注文下さい。
お申込用紙は、075-712-7327 に FAX で送付、
　　　　　　　kitcoop-pc@ma5.seikyou.ne.jp  　宛のメールに添付、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または、KIT SHOP カウンターへお持ち下さい。　　　　　

ご注文方法は、web でお申込・コンビニ払い（手数料無料）をオススメします。

b) 申込用紙

c) お支払い方法
 コンビニ払い（web 申込のみ）・ゆうちょ銀行への振り込み・現金・ショッピングローン　ほか

　　　　

■ 商品のお受け取り




