
2021年大学生協特別モデルのご案内

タッチパネル搭載
タブレット＆ＰＣの２in１
コンバーチブルモデル

CF-QVシリーズ

最新Core-i7＆16GBメモリ
ハイスペック＆オールインワン

クラムシェルモデル

CF-SVシリーズ

2月末頃よりお届け開始！

・キャンパスパソコンは台数限定となります。万一完売の際はご容赦ください。
・大学のライセンスでOffice365をご利用可能となりますため、生協で販売のパソコンには
Microsoft Officeは入っておりません。
・Panasonic キャンパスパソコンにはウィルス対策ソフトは同梱されておりません。



専用アクティブペンをセット！

CF-SV

本体色：
シルバーダイヤモンド

年生 学習用途に加え、就職活動にも使用本体色：
シルバーダイヤモンド

※1 ：SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。 ※2：付属のバッテリーパック装着時。JEITAバッテリ動作時間測定法
（Ver.2.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定している時の駆動時間は無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に
制御してバッテリーパックを長寿命化しています。 ※3：付属のバッテリーパック装着時。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

※1 ：SSD容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。 ※2：付属のバッテリーパック装着時。JEITAバッテリ動作時間測定法
（Ver.2.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。 ※3：付属のバッテリーパック装着時。
質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

183,700円
特別ご提供価格 （4年間拡張保証付）

特別ご提供価格 （4年間拡張保証付）

（税込価格）

187,000円

プレゼンをもっとスマートに。
高性能２in１モバイルＰＣ

CF-SVシリーズ2021年大学モデル

OS Windows 10  Home 64ビット

CPU 最新世代インテル® Core™ i7 プロセッサー

表示方式 12.1型ワイド(16:10) WUXGA （1920 x 1200ドット）、アンチグレア

メインメモリー 16GB（拡張スロットなし）

SSD 256GB※1

光学式ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ内蔵

バッファーアンダーランエラー防止機能搭載

主なインターフェース

●USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery
対応) ●USB3.0 Type-Aポート×3 ●LANコネクター(RJ-45)

●WEBカメラ
●外部ディスプレイ端子 HDMI ×1、アナログRGB×1
●ヘッドセット端子 （マイク入力＋オーディオ出力）×1

●SDメモリーカードスロット ●ステレオスピーカー など

通信機能

LAN： 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LAN：インテル®Wi-Fi 6 AX201 

IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠
（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）

Bluetooth： Bluetooth v5.0

バッテリー駆動時間※2 約13時間

サイズ 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ 24.5 mm（突起部除く）

本体質量 約0.999kg※3

パナソニック
オリジナルソフト タイピング練習ソフト「e-typing Lite」

機種名 CF-QVシリーズ2021年大学モデル

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU 第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサー

表示方式
12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶 (2880x1920)

静電タッチパネル

メインメモリー 8GB（拡張スロットなし）

SSD 256GB※1

光学式ドライブ 搭載されていません

主なインターフェース

●USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対
応)×1 ●USB3.0 Type-Aポート×3 ●LANコネクター(RJ-45) ●フ
ロントカメラ(207万画素)、リアカメラ(800万画素) ●外部ディスプレイコ
ネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン) ●HDMI出力端子（4K60p出
力対応） ●ヘッドセット端子(マイク入力＋オーディオ出力)(ヘッドセッ
トミニジャックM3、CTIA準拠) ●SDメモリーカードスロット ●ステレ

オスピーカー など

通信機能

LAN： 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LAN： インテル®Wi-Fi 6 AX201 

IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠
（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）

Bluetooth： Bluetooth v5.0

バッテリー駆動時間 約11.5時間※2

サイズ 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ 18.7 mm（突起部除く）

本体質量 約0.959kg※3

パナソニック
オリジナルソフト タイピング練習ソフト「e-typing Lite」

CF-QV

（税込価格）

故障率は
一般パソコンの約６分の１

※

※出典：IDC Japan, July 2012 
８時間/週以上自席以外で使うノートＰＣにおいて。
調査対象：日本企業のＩＴ管理担当者様800名

毎日持ち歩いてハードに使える！
光学式ドライブ内蔵、Core-i7CPU搭載

ハイスペックモバイルＰＣ



さ ら に

國學院大學生協特別モデル は

４年間拡張保証付きでサポート内容も充実！

コンパクトでとても軽いので
通学も学内の移動もラクラク。

終日の外部実習でも安心。
バッテリー長持ちの長時間駆動。

満員電車の圧迫や机からの落下
などからPCとデータを守ります。

シリーズ３つの特長

軽い！ 強い！ 長時間！

飲み物をこぼしてしまった
→基板修理費 約１０万円！
落として画面を割ってしまった
→液晶修理費 約７万円！

通常は有償となるケースでも
無償で修理対応致します。

※１年間の保証限度額は１５万円。
限度額は毎年１００％リセット

修理費
１０万円

修理費
７万円

→0円 →0円
【ご購入に関するお問い合わせ先】
國學院大學生活協同組合 渋谷店

03-5466-0169

【レッツノートに関するお問い合わせ先】
パナソニック キャンパスパソコン事前購入相談窓口

0120-870-293
※2021年1月中旬頃開設予定

【大学生活×レッツノート】
大学生活で本当に役に立つパソコンとは！？
大学生のリアルなお悩みを解決する、レッツノートの
魅力を、若手社員が動画でご紹介します！
(動画再生時には別途通信料が発生いたします。)

※動画内ではCore-i5モデルをご紹介しております。

CF-QV CF-SV

【営業時間】 平日11：00～16：00

Panasonicキャンパスパソコンは経済学部・人間開発学部、
また法学部教員の方よりご推奨いただいております。



インクがたっぷり入るエコタンク搭載モデル
残量を気にせずどんどん印刷できる！

EW-M630TW

プリンタが自宅にあると便利！
学内にも共有のプリンタはありますが、特に印刷機会の

増えるテストやレポート提出の時期はプリント待ちの長

蛇の列が。プリンタが自宅にあれば、時間を有効活用で

きます。

修理時は４年間往復送料無料！
※メーカー保証は２年間
（ M y E P S O N登録の方）となります。

製品詳細はこちらからどうぞ

https://www.epson.jp/products

/ecotank/ewm630t/

EW-M630TWはPanasonicキャンパスパソコン（CF-QV、CF-SV）と
同時のご購入のみの販売となりますのでご了承ください

CF-QV本体のみ CF-SV本体のみ

CF-QV本体+EPSONプリンタ CF-SV本体+EPSONプリンタ

183,700円 （税込）

216,700円 （税込）

187,000円 （税込）

220,000円 （税込）

Panasonicキャンパスパソコン価格表

お申し込みは生協ホームページよりどうぞ（1月中開設予定）

https://www.kgucoop.or.jp/pc.html


