
プレスリリースのご案内 

報道関係者各位                            2012年 4月 27日 

 

株式会社 ユニットコム 

                                              

『あの夏で待ってる』ビジュアライズノートが新登場！ 

初回限定モデルに、りのんネットブックが同梱！ 

第 3 世代 Core i7 3610ＱＭ搭載の 15.6 型ハイエンドモデルも！ 
 

全国で、パソコン工房・フェイス・ツートップ・フリートを展開する株式会社ユニットコム

（代表取締役：大野三規、本社：大阪市浪速区）は、黒田洋介（脚本）×羽音たらく（キャ

ラクター原案）が手掛けるオリジナルアニメーション『あの夏で待ってる』のビジュアライ

ズノート 3 種類を全国のパソコン工房、TWOTOP、Faith 店舗ならび通信販売にて 5 月上

旬より受注を開始致します。 

 

ネットブック 1 機種と初回限定版 15.6 インチノートパソコン 2 機種を発売致します。 

初回限定版ノートパソコンは各 50 台の限定販売。特典として、りのんネットブックが同

梱。頼れる相棒が貴方を助けてくれます。 

天板には羽音たらく氏のイラストを使用した、ネコミミ柑菜が愛らしい、ピコｘにゃん ver.

の貴月イチカと谷川柑菜を高画質プリント。イラストタッチの画像を余すところなく再現し

ております。 

りのんネットブックはキュートなデザインを採用。 

デスクトップテーマには、このモデルの為に録り下ろしたオリジナル音声を収録。 

貴月イチカ（CV:戸松遥)、谷川柑菜(CV:石原夏織)、りのん（CV:日高里菜)、貴月イチカ

＆谷川柑菜バージョンの 4 つのデスクトップテーマを収録。 

イチカが、柑菜が、りのんが語りかけます。 

オリジナル壁紙では多くのイラストと使用した 16 点をプリインストールしております。 

 

ハイエンドモデルはインテル® Core™ i7-3610QM プロセッサーを搭載。 

ハイエンドモデル、ノーマルモデルのノートパソコンモデルではゲームに最適の高速グ

ラフィック機能を有した GeForceGT650M/1GB を搭載。オンライン 3D ゲームにも対応し

デスクトップに匹敵する性能を発揮します。 

15.6 インチ Full-HD 液晶と Blu-ray ドライブを搭載し、市販の Blu-ray ソフトをハイビジョ

ンで再生可能です。 

 

©I＊Chi＊Ka／なつまち製作委員会 

 

ノートパソコン見本 

 

 

特典りのんネットブック見本 

 

 

 

ネットブック見本 

 

※画像はイメージです。実際の色合い、形状

などは多少異なる場合が御座います。 

 

  



製品名 

■『あの夏で待ってる』 ハイエンドモデル初回限定版 50 台限定 

Windows® 7 HomePremium 64bit 正規版プリインストール 16 万円台予定 

■『あの夏で待ってる』 ノーマルモデル初回限定版 50 台限定 

Windows® 7 HomePremium 64bit 正規版プリインストール 13 万円台予定 

■『あの夏で待ってる』 ネットブック 

Windows® 7 HomePremium 32bit 正規版プリインストール 5 万円台予定 

 

受注開始  2012 年 5 月上旬（5/1 以降にＨＰ上にて発表） 

出荷予定  2012 年 5 月下旬出荷予定 

掲載希望日 2012 年 4 月 27 日（金）以降 

【特長】 

■天板には羽音たらく氏のイラストを使用したオリジナルデザイン 

■オリジナル壁紙では多くのイラストと使用した 16 点をプリインストール 

■ノートパソコン 2 機種には特典としてりのんネットブックが同梱 

■音声は録り下ろしのデスクトップテーマ貴月イチカ（CV:戸松遥)、谷川柑菜(CV:石原夏織)、りのん（CV:日高里菜)、

貴月イチカ＆谷川柑菜バージョンの 4 つのデスクトップテーマを収録 

イチカ    「オンしちゃいました」 

      「メールよ。きっと、しゅてき☆」 

柑菜       「テーマの変更？ もしかして、私のに……」 

              「システムがイッちゃう。私もイッちゃうぅ」 

りのん 「な～ななななー」 

              「なっななー！」 

貴月イチカ＆谷川柑菜 

               イチカ「谷川さん、バッテリーが！」カンナ「減ってるぅ！」 

               カンナ「デバイスの接続を」イチカ「解除するんです」 

 

【関連サイト】 

■「あの夏で待ってる」公式ホームページ   http://www.ichika-ichika.com/ 

 

【その他の情報】本リリース対象商品の URL は、こちらになります。 

■販売予定サイト  

パソコン工房 URL :  http://www.pc-koubou.jp/pc/ichika-ichika.php 

ツートップ  URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス  URL :  http://www.faith-go.co.jp 

 

 

  

http://www.ichika-ichika.com/
http://www.pc-koubou.jp/pc/ichika-ichika.php
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/


■『あの夏で待ってる』 ハイエンドモデル/ノーマルモデル初回限定版  各 50 台限定 

   

製品名 
ノートパソコン ハイエンドモデル 

(初回限定版) 

ノートパソコン ノーマルモデル 

(初回限定版) 

OS Windows® 7 HomePremium SP1 64 ビット 正規版 

CPU 

インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー

（クアッドコア/2.20GHz/TB 時最大

3.30GHz/6MB スマートキャッシュ/HT 対

応） 

インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー

（デュアルコア/2.10GHz/3MB スマートキャ

ッシュ/HT 対応） 

チップセット インテル(R) HM76 Express 

メインメモリ 8GB （4GB×2） （DDR3 SDRAM） 

グラフィック・アクセラレ

ーター 

NVIDIA® GeForce® GT650M 1GB/ インテ

ル® HD グラフィックス 4000（NVIDIA® 

Optimus™テクノロジ対応） 

NVIDIA® GeForce® GT650M 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 

SSD 
120GB SSD Intel® 330Series 

 [読取最高速度 500MB/s 書込最高速度 450MB/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/SDHC/SDXC/MMC/MS Pro/MS メモリーカード対応 

映像出力 HDMI 1.4a、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 ｘ1 

外部端子 eSATA(USB3.0 コンボ） 

バッテリ稼働時間 約 2 時間 30 分（JEITA 測定法 Ver1.0） 

外形寸法（幅×奥行×

高さ） 
約幅 374mm×奥行 250mm×高さ 16.3-41.4mm (※最大突起物を含まず） 

重量 約 2.8kg(※バッテリー含む) 

主な添付品 スタートアップマニュアル、CD マニュアル、ドライバ CD、AC アダプタ、保証書 

  



■初回限定版 同梱りのんネットブック 

      

製品名 りのんネットブック 

OS Windows® 7 HomePremium SP1 32 ビット 正規版 

CPU インテル® Atom™ プロセッサー N470（1.83GHz/HT 対応） 

チップセット インテル® NM10 Express チップセット 

メインメモリ 2GB（DDR2 SDRAM） 

グラフィック・アクセラレーター インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150（CPU に内蔵） 

液晶モニター/解像度 10.1 型ワイド（1024x600 ドット）対応カラー 光沢タイプ 液晶 

SSD 60GB SSD 

光学ドライブ － 

オーディオ機能 High Definition Audio コーデック 

LAN 100Base-TX/10Base-T 

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

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

Web カメラ 30 万画素 Web カメラ 

映像出力 外部ディスプレイ端子（アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン） 

オーディオ  
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） 

USB 端子 USB2.0 x3 

バッテリ持続時間 約 3 時間（JEITA 測定法 Ver1.0） 

外形寸法（幅×奥行×高さ） 266×185×18.5～25.4mm 

重量 約 1.2Kg 

主な添付品 スタートアップマニュアル、CD マニュアル、ドライバ CD、AC アダプタ、保証書 

 

 

 

  



■『あの夏で待ってる』 ネットブック 

     

製品名 ネットブックモデル 

OS Windows® 7 HomePremium SP1 32 ビット 正規版 

CPU インテル® Atom™ プロセッサー N570（デュアルコア/1.66GHz/HT 対応） 

チップセット インテル® NM10 Express チップセット 

メインメモリ 2GB（DDR3 SDRAM） 

グラフィック・アクセラレーター インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 （CPU に内蔵） 

液晶モニター/解像度 10.1 型ワイド（1024x600 ドット）対応カラー 光沢タイプ 液晶 

SSD  
120GB SSD 

 [読取最高速度 270MB/s 書込最高速度 130MB/s] 

光学ドライブ － 

オーディオ機能 High Definition Audio コーデック 

LAN 100Base-TX/10Base-T 

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

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

Web カメラ 30 万画素 Web カメラ 

映像出力 外部ディスプレイ端子（アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン） 

オーディオ  
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） 

USB 端子 USB2.0 x3 

バッテリ持続時間 約 3 時間（JEITA 測定法 Ver1.0） 

外形寸法（幅×奥行×高さ） 266×185×18.5～25.4mm 

重量 約 1.2Kg 

主な添付品 スタートアップマニュアル、CD マニュアル、ドライバ CD、AC アダプタ、保証書 

 

【会社概要】  

社名  株式会社ユニットコム 

代表者  代表取締役 大野 三規  

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

資本金  750,315,033円  

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 

パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス 



運営ショップ名  

パソコン工房 URL :  http://www.pc-koubou.jp 

ツートップ  URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス  URL :  http://www.faith-go.co.jp 

フリート  URL：  https://freet-diy.jp/ 

 

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

高解像度画像 http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php 

 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
https://freet-diy.jp/
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php

