
◆専用アプリ使用で
スマホやタブレット
から印刷可能！

¥73,800税込
組価

ドキュメントスキャナー

¥24,800

ADS-2200

◆スキャン to USB

カラーレーザー複合機

MFC-L3770CDW トナーセット(TN-293各色)

¥29,800

キャンペーン限定価格

●W298×D205×H177 ●インターフェイス:USB2.0 ●原稿搭載枚数:50枚●読取速度:約35枚/分●両面同時読み取り（Dual CIS）

●質量:約2.5kg ●原稿用紙:普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード ●光学解像度:最大600dpi × 600dpi

※1：ブラザー販売が運営するWEBサイトでの販売価格（税込）です。（2019年１2月現在）※2：印刷スピード・用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3：TN-293BK,TN-297C/M/Y使用時(トナーのみ交換時)の数字です。
ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」の2018年8月時点での各色単色価格(税込)から税抜価格を参照したものを使用しました。※4：A4原稿モノクロ・カラー共に（解像度300dpi時) ハードウェアの最大速度であり、データの転送速度等の
ソフトウェアの処理時間は含まれておりません。※5: エンボス加工可、厚さ1.32mm以下 ※6：モバイル端末アプリ「Brother iPrint&Label」無料専用アプリ「Brother iPrint&Label」はApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

●約W118mm×D192mm×H146mm  ●本体質量:約1,480g(Li-ion充電池、電池除く)●対応テープカセット幅:3.5~36mm(TZeテープ)

●最大印字高さ32.0mm(36mm幅テープ使用時) ●印字速度60mm/秒(「標準」印刷時）●カッター:オートカッター（フルカット/ハーフカット)

◆高速スキャン
A4カラー原稿を毎分

約35枚/70面
の高速読取でスキャン可能！PC要らずで簡単スキャン！

スキャンしたデータを
USBメモリーに直接保存可能！

※4

※6

PT-P900W

（参考価格：¥104,060）

（参考価格：¥47,850）

（参考価格：¥30,800）

●W410×D509×H414 ●自動両面印刷 ●ADF:50枚●インターフェイス:USB/無線LAN/有線LAN ●標準用紙トレイ:250枚

●多目的トレイ:30枚●日本語ポストスクリプト互換 ●USBダイレクト印刷 ●約24.5kg ●用紙サイズ:A4～はがき ●耐久性:約10万枚/5年間

プリンター コピー

カラー
スキャン

ファクス

◆これ1台で4役！ ◆ADF搭載！◆速い&安い！

商品情報は

コチラから👉

商品情報は

コチラから👉

商品情報は

コチラから👉

税込
組価

税込
組価

ラミネートラベルプリンター

◆水や擦れに
強い高耐久な
ラミネートラベル

※2約24枚/分

印刷スピード (カラー/モノクロ)

約17.4円/枚 約3.1円/枚

※3

ランニングコスト
カラー モノクロ

耐性を極める高性能ラベルプリンター

高速・簡単・コンパクト！USB接続専用スキャナー

研究室の強い味方！コンパクトなカラーレーザー複合機

キャンペーン限定価格

キャンペーン限定価格

※1

※1

※1

※5



ブラザー年度末キャンペーン FAXご発注書

下記内容をご記入の上、生協カウンターまでご連絡をお願い致します。

ご発注日： 年 月 日

＜ご注文者様記入欄＞

＜店舗様記入欄＞

店舗ご担当者様は、下記内容をご記入の上

【0120-171-449】まで、FAXをお願い申し上げます。

店舗名 ご担当者

ご住所

TEL FAX

生協購入申込書

No.(任意）

発注番号

（任意）

品名 型番 数量
キャンペーン

税込組価
JANコード 備考

A4カラーレーザー複合機 MFC-L3770CDW 4977766788496

標準トナー（ブラック） TN-293BK 4977766791403

標準トナー（シアン） TN-293C 4977766791410

標準トナー（マゼンタ） TN-293M 4977766791427

標準トナー（イエロー） TN-293Y 4977766791434

ドキュメントスキャナー ADS-2200 29,800- 4977766776745

ラベルライター PT-P900W 24,800- 4977766760881

73,800-



税込組価：

99,90099,90099,90099,900円円円円

299×97×299㎜(突起部含) 3.8kg XJ-F101W

ハイグレードモデル 超短焦点モデル エントリーモデル アドバンストモデル スリムモデル

↑詳しくはこちら

チラシ掲載機種以外にもラインナップございます。

チラシ掲載機種以外にもラインナップございます。チラシ掲載機種以外にもラインナップございます。

チラシ掲載機種以外にもラインナップございます。

デモデモデモデモ・お試し
・お試し・お試し

・お試し貸出貸出貸出貸出など

などなど

など ぜひ生協にご相談ください！ぜひ生協にご相談ください！ぜひ生協にご相談ください！ぜひ生協にご相談ください！

無償修理期間が2年間
※購入後1ヶ月以内にユーザー登録が必要です

レーザー＆ＬＥＤハイブリッド光源だから

今までの不満を解決！

最短5秒投影！

点けるときも消すときも

待ち時間を気にしない

※スリムモデルは最短8秒

⻑寿命光源！

ランプ交換を気にしない！

省エネで節電効果も！

故障の原因になる

埃に強い！

※スリムもデルを除く

速 楽 耐

Point１ Point２ Point３

す ぐ 点 く 防 塵 設 計⻑ 持 ち

注文番号80493045

3500

ルーメン

WXGA

リアル

光学ズーム

1.5倍

⻑寿命光源

約20000時間

さらに





OptiPlex 7070SF（日本語/英語）: 大学生協定番 OptiPlex最上位モデル
●Windows 10 Pro 64bit
●インテル® Core™ i7-9700プロセッサー（3.0GHz）
●8GBメモリ（2666MHz/8GBx1/空3/最大64GB）　●1TB（7200回転）
●DVD+/-RW　●10/100/1000Base-T　●2年間翌営業日出張修理
※VGAx1, DisplayPortx2（DPtoHDMI 変換アダプタ付属）,
　シリアルx1, USB2.0x4, USB3.1x5, USB Type-Cx1

99,900円（税込組価）
注文番号 : 80483176（日本語）
　　　　　80483183（英語）

定価：271,622円（税込）

OptiPlex 3070SF : 高度な生産性を誇るスタンダードデスクトップ
●Windows 10 Pro 64bit（日本語）
●インテル® Core™ i5-9500プロセッサー（3.0GHz）
●4GBメモリ（2666MHz/4GBx1/空1/最大32GB）　
●1TB（7200回転）　●DVD+/-RW　●10/100/1000Base-T　
●2年間翌営業日出張修理
※VGAx1, DisplayPortx1, HDMIx1, USB2.0x4, USB3.1x4

79,800円（税込組価）
注文番号 : 80483190

定価：142,120円（税込）

OptiPlex 3070SF（SSD） : SSD搭載のスタンダードデスクトップ
●Windows 10 Pro 64bit（日本語）
●インテル® Core™ i5-9500プロセッサー（3.0GHz）
●4GBメモリ（2666MHz/4GBx1/空1/最大32GB）　
●SSD 256GB　●DVD+/-RW　●10/100/1000Base-T　
●2年間翌営業日出張修理
※VGAx1, DisplayPortx1, HDMIx1, USB2.0x4, USB3.1x4

84,900円（税込組価）
注文番号 : 80494400

定価：153,188円（税込）

Precision 3630 Tower : コストパフォーマンス最高のミニタワーWS
●Windows 10 Pro WS（日本語版）
●インテル® Xeon® E-2224（3.3GHz/４コア）
●16GB（2666MHz/8Gx2/空2/最大64GB）　●2TB（7200回転）
●DVD+/-RW　●10/100/1000Base-T
●2年間翌営業日出張修理
※NVIDIA Quadro P620 2GB（4Mini DP）（Mini DP to DP 変換アダプタ付属）
※シリアルx1, USB3.1×5, USB2.0x4, USB Type-C×1

154,900円（税込組価）
注文番号 : 80483169

定価：374,008円（税込）

Precision 7820 Tower : デュアルCPU & SSD構成 おすすめワークステーション
●Windows 10 Pro WS（日本語版）
●デュアルインテル® Xeon® Bronze 3204（1.9GHz/6コア）
●32GB（2666MHz/8GBx4/空8/最大384GB）
●SSD256GB+HDD2TB　●DVD+/-RW
●10/100/1000 Base-T　●2年間翌営業日出張修理サービス
※NVIDIA Quadro P620（Mini-DP to DP 変換アダプタ付属）
※USB3.1×8, USB TypeCx2, シリアルx1, PS2x2, RJ45x1

299,900円（税込組価）
注文番号 : 80483152

定価：959,152円（税込）

Precision 7920 Tower : 高性能Xeon® Gold デュアルCPU構成
●Windows 10 Pro WS 64bit（日本語）
●デュアルインテル® Xeon® Gold 6240（2.6GHz/18コア）
●64GB（2666MHz/16GBx4/空20/最大1.5TB）
●SSD 1TB＋HDD 4TB ●DVD+/-RW
●10/100/1000Base-T　●2年間翌営業日出張修理サービス
※NVIDIA Quadro P620（Mini-DP to DP 変換アダプタ付属）
※USB3.1×8, USB TypeCx2, シリアルx1, PS2x2, RJ45x2 

999,000円（税込組価）
注文番号 : 80483121

定価：2,283,782円（税込）

Precision 5540 : インテル® Core™ i9 CPU搭載 ハイパフォーマンスな超薄型WS
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）
●インテル® Core™ i9-9980HK（2.4GHz,8コア）
●32GB（2666MHz DDR4,16GBx2/空0/最大64GB） ●512GB M.2 SSD NVMe
●15.6インチFHD（1920x1080）非タッチ　●最大約12.5時間
●802.11ac+BT5.0　●約1.78kg（最小構成時）　●2年間翌営業日出張修理
※NVIDIA QuadroT2000 4GB
※HDMIx1, USB3.1x2, Thunderbolt3（USB Type-C）x1

299,900円（税込組価）
注文番号 : 80483206

定価：696,384円（税込）

Intel Inside® 飛躍的な生産性を

デルの大学生協カタログショッピング掲載モデル
短納期モデル! ※生協店舗に在庫が無い場合、実際の納品にはお時間を頂く場合がございます　　　2020年 1月1日現在



Latitude 5501 : 第9世代CPU & GPU搭載ハイエンドノート
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）  ●インテル® Core™ i7-9850H（2.6 GHz ,6コア）
●16GB（2666MHz DDR4, 8GBx2,空0/最大32GB）　●256GB M.2 SSD
●15.6インチFHD（1920x1080）非タッチ　●最大約12.0時間
●IEEE 802.11ac+Bluetooth5.0　●1.88kg（最小構成時） ●2年間翌営業日出張修理
※NVIDIA GeForce MX150, RJ45x1, HDMIx1  
※USB3.1x3, USB Type-Cx1

Latitude 3301  : コンパクトデザインにSSD搭載13.3型ノートPC
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）　●インテル® Core™ i5-8265U（1.6GHz/4コア）
●8GB（2133MHz DDR3/オンボード/増設不可）　
●SSD256GB M.2 PCle　　●13.3インチHD（1366x768）非タッチ　
●最大約11.4時間　　●802.11ac+Bluetooth5.0　
●1.18kg　　●2年間翌営業日出張修理
※HDMIx1, USB3.1x1, USB Type-Cx1

注文番号 : 80483220

P2419HC : 65W対応 USBType-C付き薄型モニター
●サイズ解像度 : 23.8型/1,920x1,080　●表示色：1,677万色
●輝度：250 cd/m2（標準）　●コントラスト比：1,000 : 1 （標準）
●視野角：178 °（垂直）/ 178 °（水平）
●高さ：356.1 mm～486.1 mm 幅：537.8mm　奥行き：166.0mm
●DP出力/DP入力/HDMI/USB Type-C/
●Powerケーブル、DPケーブル、USB Type-Cケーブル　●2年保証 注文番号 : 80203446

注文番号 : 80483213

U3419W : 34型ウルトラワイド曲面USB-Cモニター
●サイズ解像度 : 34.1型/3,440 x 1,440　●表示色 : 10億7,000万色　
●輝度 : 300cd/m2　●コントラスト比 : 1,000 : 1（DCR 200万 : 1 ） 
●視野角 : 178°（上下）/ 178°（垂直）　
●高さ : 363.7mm～478.7mm　幅：813.6mm　奥行き：226.4 mm
●HDMI×2/DP1.2/USB3.0
●付属 : DPケーブル、HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル　●2年保証、スピーカ内蔵 注文番号 : 80211489

U2718Q : 27型4K 極薄ベゼル&驚異的な色彩表現力
●サイズ解像度 : 27型/3,840x2,160　●表示色 : 10億7,000万色
●輝度 : 350 cd/m2（標準）　●コントラスト比 : 1,300 :1 （標準）
●視野角 : 178 °（垂直）/ 178 °（水平）
●高さ : 540.2 mm-410.2 mm 幅: 611.3 mm 奥行き : 200.3 mm ※スタンドを含む
●DP/mDP/HDMI/USB3.0アップストリームポート/USB3.0ダウンストリームポート
●Powerケーブル、DPケーブル（Mini-DP to DP）、USB 3.0アップストリームケーブル
●2年保証 注文番号 : 80187388

U2419H 2台+ MDS19 : 最高の生産性を実現する デュアルモニタアームセット
●サイズ解像度 : 23.8型/1,920x1,080 ●表示色 : 1,677万　●輝度 : 250cd/m2（標準）
●コントラスト比 : 1,000 : 1（標準）　●視野角 : 178 （゚垂直）/178 （゚水平）
●高さ : 314.3mm 幅 : 537.6mm 奥行き : 45.2mm ※モニタのみ・スタンド含まず
●DP/HDMI/USB 3.0ハブ
（USB3.0アップストリームポート/USBダウンストリームポート）
●Powerケーブル/DPケーブル/USB3.0アップストリームケーブル
●2年保証　●スタンド : 傾斜調整/スイベル調整/ 高さ調整可能
●統合ケーブル管理/U字型/VESAインターフェースサポート 注文番号 : G11263457

JANUARY 2020. ©Dell Japan Inc.
● 記載された価格及び仕様は事前の予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
● 製品の購入にはDELL社の販売条件が適用されます。
● Dell ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。
● Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
● Intel、インテル、Intel Insideロゴ、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、Centrino、Centrinoロゴは、
　 アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
● TFT液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯／非点灯のドットが存在する事があります。

ご注文・お問い合わせはお近くの大学生協まで

Intel Inside® 飛躍的な生産性を

デルの大学生協カタログショッピング掲載モデル
短納期モデル! ※生協店舗に在庫が無い場合、実際の納品にはお時間を頂く場合がございます　　　2020年 1月1日現在

159,900円（税込組価）
定価：338,904円（税込）

99,900円（税込組価）
定価：179,820円（税込）

22,900円（税込組価）
定価：34,344円（税込）

99,800円（税込組価）
定価：133,704円（税込）

59,900円（税込組価）
定価：82,944円（税込）

69,800円（税込組価）
定価：102,708円（税込）


