
 

プレスリリースのご案内 

報道関係者各位                                          2013 年 7 月 25 日 
 

株式会社 ユニットコム 

                                              

時にはタブレット、時にはノートとして、2WAYでの利用が可能な スタイルチェンジできる Windows 8 

モバイルタブレット 2製品を発売！  

11.6インチ 10ポイントマルチタッチパネルで、Windows 8 をフルに楽しもう！ 

 

 

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・バイ モアを展開する株式会社ユニット

コム（代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）では、ユニットコムブランドで、2WAY での利用

が出来るタブレット PC の発売を開始致します！ 

時にはタブレット、時にはノートという 2WAY のスタイルチェンジできる『Lesance TB 11TB』シリー

ズでは、Celeron 1037U 搭載で 49,980 円、Core i3 3227U 搭載で 69,980 円という 2 つのラインナッ

プを展開致します。 

 

  タブレットにキーボードを取り付けてノートに！ また、その逆でキーボードを外してタブレットへ 

というスタイルチェンジで、プライベートはもちろん、オフィスでの利用など様々なシーンで Windows 8

の Touch 機能を存分に体感いただける製品となっています。 

 

【タブレットスタイル】 

  11.6 インチ（1366ｘ768）で、厚さ 13.5ｍｍのスタイリッシュボディーで、わずか 0.96kg を実現！（キ

ーボード取り外し時）  

10 ポイントマルチタッチパネルの採用で、Windows 8 の 新しいユーザーインターフェイスも快適に

ご利用いただけます。 

  デバイス側面に設置された自動回転のロック/解除ボタンにより、会議などで１つの画面を共有す

る際には、回転をロックすることでちょっとした操作で画面が切り替わるなどの不快な動作防ぐ事が

できます。 

 

【ノートスタイル】 

  付属のわずか 5mm の極薄キーボードを取り付けることで、ノートとしても利用が可能になります。

また、キーボードの背面はスウェード調素材を採用しており、閉じて持ち歩く際の滑り止めとしての

機能性と、デスクに置いた際のデザイン性を兼ねそろえています。 

 

【充実のサポート内容】 

ユニットコムのレサンセシリーズは、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約 100 店舗のパソコン専門店でご購入後は製品を顔の

見える店頭にてサポートさせて頂きます！ 

 



【パソコン工房 WEB のサイトにて先行販売】 

パソコン工房 WEB のサイトにて、７月 25 日（木）より先行予約販売を開始致します。WEB 先行予

約分に関しては、7/27（土）の出荷開始を予定しております。 

また、全国のパソコン工房、グッドウィル、ツートップ、バイ モアの店頭では、8月10日（土）より販

売となります。 

全国の店舗にて 8 月 10 日（土）より展示を行いますので、是非、 2WAY の スタイルチェンジが出

来る『Lesance TB 11TB』シリーズを体感してください。 

 

 

 

製品名：Lesance TB 11TB1000-C-VGM 価格：49,980 円 

製品名：Lesance TB 11TB3000-i3-VGM 価格：69,980 円 

 

販売開始日： 7 月 25 日(木) パソコン工房 WEB サイトにて先行予約発売 

     先行予約受け付け分は、7/27（土）より出荷開始予定 

     全国の店舗では、8 月 10 日（土）より発売開始となります。 

※.地域により入荷が遅れる場合があります。 

リリース掲載可能日： 7 月 25 日（木） 14:00 

 

 

【LesanceTB 11TB1000-C-VGM の詳細スペック】 

販売価格 ： 49,980 円 

URL ：http://www.pc-koubou.jp/goods/1138884.html 

 

製品名 LesanceTB 11TB1000-C-VGM 

製品型番 LT8i-11TB1000-C-VGM/1037US62G 

CPU インテル® Celeron® 1037U(1.8GHz) 

OS Windows® 8 (64bit) 

記憶装置 64GB SSD 

メモリ DDR3 2GB(2GB x 1,最大 8GB、空きスロット x 0) 

チップセット インテル® NM70 Express 

液晶 11.6 インチ 光沢 HD (1366x768) 10 ポイントタッチパネル 

グラフィック Intel® HD Graphics 3000 

サウンド 内蔵ステレオスピーカー 

メモリカードリーダ microSD 

WEB カメラ フロント：100 万画素 / リア：200 万画素 

無線 LAN IEEE802.11 b/g/n 対応ワイヤレス LAN 

モニタ出力 Micro HDMI 

USB 出力 USB2.0 ｘ 2 

寸法（約） 幅 295mm × 奥行 196mm × 高さ 13.5mm （KB 取り付け無し時） 

重量(約) 0.96kg（バッテリー含む/KB 取り付け無し時） 

1.28kg(バッテリー/KB 含む) 

バッテリー持続時間（約） 約 6.4 時間 

 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1138884.html


 

【LesanceTB 11TB3000-i3-VGM の詳細スペック】 

販売価格 ： 69,980 円 

URL: http://www.pc-koubou.jp/goods/1138883.html 

 

製品名 LesanceTB 11TB3000-i3-VGM 

製品型番 LT8i-11TB3000-i3-VGM/3227US64G 

CPU インテル® Core® i3 3227U(1.9GHz) 

OS Windows® 8 (64bit) 

記憶装置 64GB SSD 

メモリ DDR3 4GB(4GB x 1,最大 8GB、空きスロット x 0) 

チップセット インテル® HM76 Express 

液晶 11.6 インチ 光沢 HD (1366x768) 10 ポイントタッチパネル 

グラフィック Intel® HD Graphics 4000 

サウンド 内蔵ステレオスピーカー 

メモリカードリーダ microSD 

WEB カメラ フロント：100 万画素 / リア：200 万画素 

無線 LAN IEEE802.11 b/g/n 対応ワイヤレス LAN 

モニタ出力 Micro HDMI 

USB 出力 USB3.0 ｘ 2 

寸法（約） 幅 295mm × 奥行 196mm × 高さ 13.5mm （KB 取り付け無し時） 

重量(約) 0.96kg（バッテリー含む/KB 取り付け無し時） 

1.28kg(バッテリー/KB 含む) 

バッテリー持続時間（約） 約 7.3 時間 

 

  

http://www.pc-koubou.jp/goods/1138883.html


【製品画像】 

 

■タブレットスタイル 

キーボード着脱可能 

 

■ノートスタイル 

 
 

 

■キーボード裏面 

 

 

 

 

 

  



【製品ページ URL】 

パソコン工房 

http://www.pc-koubou.jp/pc/windows8_tabletpc.php 

 

［Celeron Model］ 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1138884.html 

 

[Core i3 Model] 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1138883.html 

 

 

【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/ 

バイモア URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア URL :  http://www.sellmore.jp 

 

代表者      代表取締役 髙島 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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