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株式会社 ユニットコム 

                                              

熊本県の PR キャラクター「くまモン」とパソコンがコラボレーションを実現！ 

11 月 19 日(月)より「くまモンのノートパソコン」を 39,800 円から予約受付開始！ 
 

 

 

©2010 熊本県 くまモン#6549 

 

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

締役：高島 勇二、本社：大阪市浪速区）では、熊本県の PR キャラクター「くまモン」をテーマにした『くまモンの

ノートパソコン』6 種類を 11 月 19 日(月)より 39,800 円から予約受付を開始致します。 

 

熊本県の PR キャラクター「くまモン」とパソコンがコラボレーションを実現。ノートパソコンの天板はオリジナ

ルデザイン 2 種類をご用意。またパソコンご購入者だけが楽しめる、くまモンオリジナル壁紙も 20 種類以上ご

用意しております。さらには、ノートパソコンの外箱パッケージもオリジナルデザインを採用しており、パソコン

本体だけでなく、外箱パッケージまで「くまモン」を楽しめる仕様になっております。12 月 21 日(金)に発売を予

定しており、お子様へのクリスマスプレゼントやご家族、ご友人へのプレゼントにもオススメのモデルになって

おります。 

 

【外見は愛らしく、性能は本格的なノートパソコン】 

お客様のご利用用途やご予算に合わせてデザイン違いも含めた「持ち運びに便利なネットブック」と「15.6 イ

ンチ液晶を搭載したノートパソコン」の合計 3 機種 6 種類のモデルからご選択頂けます。 

 

小型で軽量、持ち運びにも便利なネットブックは、10.1 インチワイド液晶(1240×600)と 500GB のハードディ

スクを搭載。また、家中どこでもインターネットが楽しめる無線 LAN を標準搭載。本体の重さは約 1.2kg(バッテ

リー含む)と持ち運びにも便利なモデルになっています。 

 

15.6 インチ HD 液晶(1366×768)を搭載したノートパソコンは、スタンダードとハイスペックの 2 モデルをご用

意。スタンダードモデルは CPU にコストパフォーマンスの高いインテル®Core i3 3110M(2.4GHz、キャッシュ

3MB)を搭載。また、メモリ 4GB、ハードディスク 500GB と十分なスペックを備えインターネット閲覧やメール、趣



味など幅広く活用頂ける仕様になっています。 

 

ハイスペックモデルに関しましては、CPU に最新のインテル®Core i5 3210M(3.1GHz、キャッシュ 3MB)、さら

に大容量のメモリ 8GB、ハードディスク 1TB を搭載しており、写真や動画編集など本格的にパソコンを活用さ

れる方にオススメの 1 台となっております。 

スタンダード・ハイスペック両モデルともに、DVD の書込み読込みに対応した光学ドライブと、家中どこでも

インターネットが楽しめる802.11 b/g/n対応WirelessLANを標準搭載しています。またOSはWindows®7 Home 

Premium を搭載。今なら 2013 年 1 月 31 日(木)までの期間限定で、最新の Windows 8 Pro へ 1,200 円(税込)

でアップグレードできる優待キャンペーンも実施しておりますので、いずもれもオススメのモデルになっており

ます。 

 

【選べる 2 種類の天板デザインとオリジナル壁紙を 20 種類以上収録】 

ネットブック、スタンダード、ハイエンドの各モデルに応じて 2 種類のくまモンオリジナルデザイン天板(黒・緑)

をご用意。お客様のお好みに合わせてご選択頂けます。 

パソコンの壁紙に関しましてはなんと 20種類以上のくまモンオリジナルデザインを収録。ご購入者様だけが

様々なくまモンをお楽しみ頂ける仕様になっています。 

 

【ご購入後も安心のサポート内容】 

パソコンご購入後のサポートもお任せ下さい。ユニットコムでは 24 時間 365 日の電話サポート対応、無償 1

年間保証からわずかな掛け金で長い保証を受けられる 3 年間保証等、サポート体制も万全。パソコン初心者

のお客様からヘビーユーザーのお客様まで安心してご利用頂けます。 

北海道から沖縄まで日本全国 107 店舗のパソコン専門店でご購入後の製品を顔の見える店頭サポートさ

せて頂きます。 

※「くまモン」の印刷されたパネルは発売から長期経過後の修理の際には、未印刷のパネルに 

  変更となる場合が御座いますので、予めご了承ください。 

 

【ユニットコムが運営する 4 店舗と各インターネット通販限定で予約開始！】 

下記店舗と各インターネット通販にて各モデルの予約受付を開始致します。 

【店舗受付】 

・パソコン工房熊本店 

・パソコン工房熊本北店 

・パソコン工房秋葉原本店 

・フェイス大阪日本橋店 

 

【インターネット通販受付】 

・パソコン工房インターネット通販 

・グッドウィルインターネット通販 

・ツートップインターネット通販 

・フェイスインターネット通販 

※各店舗情報・インターネット通販 URL は別途記載。 

 

 

製品名： 

■「くまモンのノートパソコン」 ハイスペックモデル黒 72,800 円(税込)  

■「くまモンのノートパソコン」 ハイスペックモデル緑 72,800 円(税込)  



■「くまモンのノートパソコン」 スタンダードモデル黒 62,800 円(税込)  

■「くまモンのノートパソコン」 スタンダードモデル緑 62,800 円(税込)  

■「くまモンのノートパソコン」 ネットブックモデル黒 39,800 円(税込)  

■「くまモンのノートパソコン」 ネットブックモデル緑 39,800 円(税込)  

 

予約受付開始日:11 月 19 日(月) 

販売予定日:12 月 21 日(金)より (2012 年 12 月 2 日ご予約分まで) 

※12 月 2 日(日)以降に予約ご希望のお客様は、商品のお渡しが 

2013 年 1 月以降になりますのでご了承ください。 

リリース掲載可能日： 11 月 19 日(月)以降掲載希望 

 

 

【くまモンのノートパソコンの製品特長】 

 

 

 

 

 

 

 

15.6 インチ HD 液晶を搭載したノー

トパソコン！スタンダードモデルと

ハイスペックモデルをご用意。 

持ち運びに便利なネットブック。 

10.1 インチ液晶を搭載、本体の

重さは約 1.2kg。 

くまモンのノートパソコン限定のオリ

ジナルパッケージデザイン。 

表裏でデザインが異なります。 
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【くまもんのノートパソコン詳細スペック】 

  ハイスペックモデル スタンダードモデル ネットブックモデル 

OS 
Windows(R) 7  Home Premium SP1 64 ビット 正

規版 

Windows(R)7 Home Premium SP1 32 ビット 

正規版 

ビジネス統合ソ

フトウェア 

KingsoftOffice プリインストール ※メディアは付

属しません。 

KingsoftOffice プリインストール ※メディア

は付属しません。 

CPU 

Core i5 3210M 

(2.5GHz、キャッシュ

3MB) 

Core i3 3110M 

(2.4GHz、キャッシュ

3MB) 

Atom N470 

(1.83GHz、キャッシュ 512KB) 

メモリ 8GB 4GB 2GB 

グラフィックス Intel® HD Graphics 4000（CPU に内蔵） 
Intel® HD Graphics・Media Accelerator  

3150 （CPU に内蔵） 

解像度 15.6 インチ HD(1366x768 ドット)液晶  10.1 インチワイド（1024ｘ600）液晶 

光学ドライブ DVD 書込み読込み対応 - 

HDD 1TB 500GB 500GB 

LAN Wireless LAN/GigabitLAN Wireless LAN/LAN 

外部出力端子 
USB3.0 ｘ2 USB2.0 ｘ1 / HDMI 1.4a、D-sub （15

ピン） 
USB2.0 ｘ3 / D-sub （15 ピン） 



バッテリ持続時

間 
約 2 時間 30 分（JEITA 測定法 Ver1.0）  約 2 時間 30 分（JEITA 測定法 Ver1.0）  

外形寸法 約幅 374mm×奥行 250mm×高さ 16.3-41.4mm 
約幅 266mm×奥行 185mm×高さ

18.5-26.6mm 

重量 約 2.8kg(※バッテリー含む) 約 1.2Kg(※バッテリー含む) 

 

 

【予約受付店舗情報】 

・パソコン工房熊本店 

〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡 2-13-7 

TEL : 096-334-0780 

FAX: 096-334-0781 

メール: kumamoto@pc-koubou.co.jp 

営業/業務時間: 11:00-20:00 

 

・パソコン工房熊本北店 

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領 2-26-1 

TEL: 096-388-8836 

FAX: 096-388-8838 

メール: kumamotokita@pc-koubou.co.jp 

営業/業務時間: 11:00-20:00（平日） 10:30-19:30（土・日・祝日） 

 

・パソコン工房秋葉原本店 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-1-16 ダイドーリミテッドビル 1F 

TEL: 03-5297-2681 

FAX: 03-5297-2682 

メール: akihabara_honten@pc-koubou.co.jp 

営業/業務時間: 11:00-20:00 

 

・フェイス大阪日本橋店 

〒556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西 1-1-3 1F 

TEL: 06-6636-8646 

FAX: 06-6636-8645 

メール: osaka@faith-go.co.jp 

営業/業務時間: 11:00-20:00（平日・土曜） 10:30-19:30（日・祝日） 

 

【インターネット通販製品予約ページ URL】  

・パソコン工房 

http://www.pc-koubou.jp/pc/kumamon.php 

 

・グッドウィル 

http://www.goodwill.jp/gwpc/kumamon.php 

 

・ツートップ 

mailto:kumamoto@pc-koubou.co.jp
mailto:kumamotokita@pc-koubou.co.jp
mailto:akihabara_honten@pc-koubou.co.jp
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http://www.twotop.co.jp/vn_kumamon/ 

 

・フェイス 

http://www.faith-go.co.jp/visualize_note/kumamon/ 

 

 

【会社概要】  

社名 株式会社ユニットコム  

運営ショップ名 

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

グッドウィル   URL :  http://www.goodwill.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/ 

 

代表者      代表取締役 高島 勇二  

本社所在地  〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

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 

 

本リリースに関するお問い合わせ先 

株式会社ユニットコム 販促企画部 

Tel   : 06-6647-6077 / Fax : 06-6647-6099  

E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp 
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