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株式会社 ユニットコム 

                                              

夜空と星奈の魅力の詰まった残念な 

「僕は友達が少ない NEXT」ビジュアライズノートが新発売！ 
 

全国で、BUY MORE・パソコン工房・グッドウィル・フェイス・ツートップを展開する株式

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）は、ライトノベル原作

の大人気アニメ「僕は友達が少ない NEXT」のビジュアライズノートを販売開始致しま

す。 

作品のヒロイン三日月夜空と柏崎星奈のイラストを天板にプリント！ 

デスクトップテーマには三日月夜空（CV.井上麻里奈）と柏崎星奈（CV.伊藤かな恵）の録

り下ろし音声サウンドを収録！ 

外装はオリジナルカートンケース、特典としてマイクロファイバークロスのプレゼントもつ

いています！ 

持ち運びに便利な 14 インチ液晶の薄型モデル。モバイルノートパソコとして活用して頂

けます。SSD128GB を搭載。ゲームにも安心して使用できる Windows ® 7 Home 

Premium 64bit を搭載。 

 

BUY MORE 秋葉原本店にて店頭デモを開始致します。店頭にてご注文も承ります。 

 

【特長】 

■夜空と星奈をノートパソコンの天板にイラストを高画質にプリント！ 

■システム音声として夜空（CV.井上麻里奈）と星奈（CV.伊藤かな恵）の録り下ろし音声

を収録。 

■夜空と星奈の魅力いっぱいの壁紙を収録。 

■購入特典として「マイクロファイバークロス」付属 

■専用カートンケース付属  

©2013 平坂読・メディアファクトリー／製作委員会は友達が少ない NEXT 

 

 

※画像はイメージです。実際の色合い、形状

などは異なる場合が御座います。 

製品名 

■『僕は友達が少ない NEXT』 ノートパソコン 126,000 円(税込) 

 Windows®7 Home Premium 64bit/Intel® Core™ i5-3337U/8GB DDR3/128GB SSD 

 

受注開始  2013 年 8 月 2 日（金） 

出荷予定  2013 年 9 月下旬より順次出荷予定 

掲載希望日 2013 年 8 月 2 日（金）以降 



■テーマ収録音声 

  

三日月 夜空（みかづき よぞら） 

（CV.井上麻里奈） 

柏崎 星奈（かしわざき せな） 

（CV.伊藤かな恵） 

Windows の終了 お前がそう言うのなら仕方がないな…。は、早く

戻ってくるんだぞ。 
そうね、そろそろ終わりましょ。お疲れ様！ 

Windows テーマの変更 たまには気分を変えるのも悪くないな。 テーマを変えたいの？ これでいいかしら。 

Windows ログオフ ログオフか、さっさと用を済ませて戻ってこい。 ログオフ？早く戻ってきなさいよね。 

Windows ログオン ようやく戻ってきたか……べ、別に待ってなどい

ないが！ 

おかえり！このあたしを待たせるなんていい度

胸じゃない！ 

システムエラー む……どうやらエラーが起こっているようだ。 え、エラー！？ど、どうしたらいいの？ 

システム通知 なにか通知があるらしいぞ。 あ、何かの通知みたい。見てみましょ。 

デバイスの切断 デバイスを切断したぞ。 じゃ、このデバイスは切断しておくわね。 

デバイスの接続 デバイスを接続出来たようだ。 うまく接続出来たみたい。やったわね！ 

デバイスの接続の失敗 うん？ うまく接続出来なかったようだ……。 え～！？ どうして繋がらないの？ 

バッテリ低下アラーム 
バッテリが切れそうだぞ、注意しろ。 

なんだか疲れて来ちゃった、バッテリ低下みた

い。 

バッテリ切れアラーム だから言っただろう、バッテリが切れてしまった。 もうダメぇ……ごめんなさい。 

プログラムエラー しまった、プログラムエラーだ。 なんでよぅ。言うこと聞きなさいよぉー！ 

メッセージ(問い合わせ) メッセージが来ているぞ、確認しておけ。 なにかしら、メッセージが届いてるわ。 

メッセージ（情報） おっと、お前に知らせたい情報があるようだ。 あ、なんかお知らせがらるみたいよ。 

メッセージ（警告） 警告だ、注意した方がいいぞ。 警告！？ だ、大丈夫かしら……。 

一般の警告音 ダメだ、それは無理というものだ。 きゃっ！ ……ちょっとびっくりしただけよ！ 

元に戻す(拡大) わかった。拡大しよう。 大きくしましょうか。 

元に戻す(縮小) 縮小だな、わかった。 小さくするわね。 

印刷完了 印刷完了だ。いい仕上がりだろう？ 印刷完了よ。どう、完璧でしょ？ 

新着メールの通知 メールが来たようだ。早く確認するがいい。 メールよ、メール！ 誰からかしら。 

最大化 最大化してやろう。 最大化するわね。 

最小化 最小化してやったぞ。 これで最小化よ。 

ごみ箱を空にする ゴミは綺麗に処分しておくべきだな。 このあたしがごみ箱を空にしてあげるわ！ 

ポップアップウィンドウの

ブロック 
ポップアップをブロックしたぞ。 ポップアップをブロックしてあげたわ。 

 

 

  



 

 
スペック 

OS Windows® 7 Home Premium SP1 64 ビット  

CPU 
インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー（デュアルコア/1.80GHz/TB 時最大

2.70GHz/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（DDR3 SDRAM） 

グラフィック・アクセラレーター インテル® HD グラフィックス 4000（CPU に内蔵） 

液晶モニター/解像度 14 型ワイド（1366x768 ドット）対応カラー 非光沢タイプ 液晶 

SSD 128GB SSD 

光学ドライブ － 

オーディオ機能 ステレオスピーカー 

LAN 1000Base-T/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 

カメラ 130 万画素カメラ 

映像出力 HDMI 1.4a、D-SUB （15 ピン） 

オーディオ ヘッドホン/マイク共用端子（Ø3.5mm ミニジャック） 

USB 端子 USB3.0 ｘ2  USB2.0 ｘ1 

バッテリ持続時間 約 5 時間 20 分（JEITA 測定法 Ver1.0） 

外形寸法（幅×奥行×高さ） 333×229.5×19mm 

重量 約 1.67Kg 

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 

 

 

【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。 

■販売サイト  

パソコン工房通販サイト URL :  http://www.pc-koubou.jp/pc/visualize_haganai.php 

 

■店頭デモ機設置店舗 

BUY MORE 秋葉原本店 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-14-10 秋葉原ＨＦビル 1 Ｆ  

TEL：03-5209-7330 / FAX：03-5209-7334  

営業時間：平日 11:30～20:30 / 土日祝日 11:00～20:00   

 

■販売店舗 全国の BUYMORE、パソコン工房、TWOTOP、Goodwill の店舗にて承ります。 

  

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


 

【会社概要】  

社名  株式会社ユニットコム 

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 

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 

BUY MORE URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

 

《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 : 06-6647-7060  Email : vn-info@unitcom.co.jp 

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

 ※画像をご使用して頂ける場合はコピーライト表記をお願いいたします。 
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