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「ヨスガノソラ」春日野穹オリジナルノート新発売！ 

インテル製高速 SSD 搭載ハイエンド仕様！ 

オリジナル音声収録のファン必見のアイテムです。 

全国でパソコン工房・TWOTOP・Faith を展開する株式会社ユニットコム（社長：大

野三規、本社：大阪市浪速区日本橋）はパソコンゲーム原作、TVアニメーション化

された人気タイトル「ヨスガノソラ」からメインヒロインの春日野穹を使用したハイク

オリティなプリントノートを新発売いたします。 

 

天板には橋本タカシ描き下ろし「春日野穹」オリジナルデザインを採用。 

ビジュアライズノートとして天板に高画質プリント。 

デスクトップテーマとして春日野穹（CV.白波遥）によるツン、デレ、ラブラブの 3 種

類の音声によるデスクトップテーマを添付。さらに Premium Model では特別収録

音声(49 ファイル)が付属。ファン必見のノートパソコンです。 

 

第2 世代インテル®Core™ プロセッサーを搭載。 

Premium Model では 6Gbps に対応した高速SSD インテル 510 シリーズ 250ＧＢを

搭載。Normal Model では最新のインテル 320 シリーズ 120GB を搭載 

ゲームにも最適な GeForceGT540M/1G 搭載。15.6 インチフル HD 液晶や Blu-ray

読込ドライブなど最新のスペックとなっております。 

HDMI 出力により、家庭用TV など大画面でも Blu-ray 映像なども楽しめます。 

 

パソコン工房秋葉原本店にて見本を展示中となります。 
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商品見本写真 

 

■ヨスガノソラ Premium Model 

 Core i7 2860QM/8GB/250GB SSD/GeForceGT540M/Blu-ray 読込 248，000 円(税込) 

【特長】 

■第2 世代インテル® Core™ i7-2860QM プロセッサー（クアッドコア/2.50GHz/TB 時最大3.60GHz/8MB キャッシュ）を搭載 

■高速SSD Intel® 510Series 250GB[読取最高速度 500MB/s 書込最高速度 315MB/s]搭載 

■春日野穹（CV.白波遥）による、ツン、デレ、ラブラブの 3 種類（合計84 ファイル）収録 

■PremiumModel のみ特別収録音声（49 ファイル）収録 

■オリジナル壁紙30 種類以上付属 

 

■ヨスガノソラ Normal Model 

 Core i5 2410M/4GB/120GB SSD/GeForceGT540M/Blu-ray 読込  150，000 円(税込) 

【特長】 

■第2 世代インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー(デュアルコア/2.30GHz/TB 時最大2.90GHz/3MB キャッシュ)を搭載 

■最新の Intel® 320Series 120GB[読取最高速度 270MB/s 書込最高速度 130MB/s]搭載 

■春日野穹（CV.白波遥）による、ツン、デレ、ラブラブの 3 種類（合計84 ファイル）収録 

■オリジナル壁紙30 種類以上付属 

 

掲載サイト 

パソコン工房 http://www.pc-koubou.jp/goods/1081831.html 

  http://www.pc-koubou.jp/goods/1081830.html 

TWOTOP  http://www.twotop.co.jp/vn_yosuganosora/ 

Faith  http://www.faith-go.co.jp/visualize_note/yosuganosora/ 

サンプル展示 パソコン工房秋葉原本店        

  http://www.pc-koubou.co.jp/shop/shop_map/akihabara_honten.php 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1081831.html
http://www.pc-koubou.jp/goods/1081830.html
http://www.twotop.co.jp/vn_yosuganosora/
http://www.faith-go.co.jp/visualize_note/yosuganosora/
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/shop_map/akihabara_honten.php


 

【掲載開始可能日】  2011 年  9 月6 日 

【販売開始】  2011 年  9 月5 日 

【出荷予定】  2011 年  10 月中旬以降           

 

【スペック情報】  

製品名 Premium Model Normal Model 

OS Windows® 7 HomePremium 64 ビット 正規版 Windows® 7 HomePremium 32 ビット 正規版 

CPU インテル® Core™ i7-2860QM プロセッサー（クア

ッドコア/2.50GHz/TB 時最大3.60GHz/8MB スマ

ートキャッシュ/HT 対応） 

インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー(デュア

ルコア/2.30GHz/TB 時最大2.90GHz/3MB スマー

トキャッシュ/HT 対応) 

チップセット インテル(R) HM65 Express 

メインメモリ 8GB （4GB×2） （DDR3 SDRAM） 4GB （2GB×2） （DDR3 SDRAM） 

グラフィック・アクセラ

レーター 

NVIDIA® GeForce® GT540M 1GB/ インテル® HD グラフィックス 3000（NVIDIA® Optimus™テクノロジ対

応） 

解像度 15.6 インチ Full-HD (1920×1080 ドット)対応カラー 光沢タイプ 液晶 

光学ドライブ Blu-ray 読込み対応/DVD 書込み読込み対応 

HDD 250GB SSD Intel® 510Series 

 [読取最高速度 500MB/s 書込最高速度 

315MB/s] 

120GB SSD Intel® 320Series  

[読取最高速度 270MB/s 書込最高速度 

130MB/s] 

オーディオ機能 High Definition Audio コーデック 

LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 

無線LAN  IEEE 802.11n、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 

メモリーカードスロット SD/MMC/MS Pro/MS メモリーカード対応 

映像出力 HDMI,D-SUB （15 ピン） 

オーディオ端子 マイク端子（Ø3.5mm ステレオ・ミニジャック） 

ヘッドホン端子（Ø3.5mm ステレオ・ミニジャック） 

SPDIF 端子（Ø3.5mm ミニジャック） 

USB USB3.0 ｘ2  USB2.0 ｘ2 

バッテリ稼働時間

（JEITA 測定法Ver1.0） 

約3 時間 

外形寸法 

（幅×奥行×高さ） 

約幅374mm×奥行250mm×高さ 25-37.2mm (※最大突起物を含まず） 

重量 約2.6kg(※バッテリー含む) 

 

※デジクラフト社にて先行予約販売しておりました Premium Model に関して、搭載CPU がインテル Core i7-2820QM と告知してお

りましたが、インテル Core i7-2860QM にて出荷させて頂きます。パソコンの性能には先行予約モデルと今回発売モデルとでは差

異は御座いません。先行予約販売モデルとは特典アイテム、カートンの付属など差異がございますがご了承ください。 

掲載サイト  http://www.digi-tsuhan.jp/shop/2361-27/ 

 

【会社概要】  

社名 株式会社ユニットコム 

資本金 750,315,033 円 

代表者 代表取締役 大野 三規 

事業内容 オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売 

本リリース及び製品に関するお問い合わせ先 

株式会社ユニットコム PC 企画部 

Tel : 06-6647-2816/ Fax : 06-6647-6088  Email : shinjo@unitcom.co.jp 

http://www.digi-tsuhan.jp/shop/2361-27/

