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株式会社ユニットコム
2009 年 5 月 13 日

アルミとスチールを組み合わせたハイブリッドケースを採用した
新しい『VIP Intel シリーズ』の販売を開始致します。
全国で、フェイス・ツートップ・パソコン工房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）では、アルミとスチールを組み合わせた ハイブリッドケースを
採用した、新しい「VIP Intel シリーズ」をツートップブランドで販売を開始致します。
このケースは、外装にアルミ素材、堅牢さを求めるシャーシ部にはスチール素材を採用し
たハイブリッド仕様で、フロントに大口径14cm（900prm）静音ファン、リアに 12cm（1000rpm）
静音ファンを標準搭載。フロントファンには洗浄可能な防塵エアフィルタも標準装備してい
ます。また、ホットスワップ対応ハードディスクカーゴベイ、PCI 拡張スロット放熱ファン、ド
ライブベゼルなど多彩なこのケース専用のオプションをご用意。BTOのカスタマイズメニュ
ーよりお選び頂けます。

発売開始日 2009 年 5 月 13 日
掲載希望日 2009 年 5 月 13 日以降
【特長】
■アルミとスチールを組み合わせたハイブリッドケース
■フロント 14cm（900 回転）、リア 12cm（1000 回転）の静音ファンを標準搭載
■ホットスワップ対応ハードディスクカーゴベイ、PCI 拡張スロット放熱ファン、ドライブベゼルなど多彩な専用オプションをご用意
【ケース仕様】
サイズ

高さ 450mm 奥行き 510mm 幅 210mm

対応規格

ATX、MicroATX

拡張ベイ

5 インチベイ (5) *内 1 個は 3.5 インチマウンター搭載、3.5 インチベイ （1）、3.5 インチ HDD ベイ （4）

ケースファン

フロント： 14cm 900 回転 静音ファン（防塵フィルタ搭載）、リア： 12cm 1000 回転 静音ファン

I/O ポート

USB （2） IEEE1394 （1） Audio IN （1） Audio Out （1）

材質

外装：アルミニウム、シャーシ：スチール

カラー

ブラック

製品名 VIP i7920X58P/GTS250BK 標準構成価格 109,800 円（税込）
【BTO 初期構成】
モデル名

VIP i7920X58P/GTS250BK

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ

CPU

インテル® Core™i7 プロセッサー 920

サウンド

オンボード HD Audio

マザーボード

MSI X58 Pro （インテル® X58 チップセット）

LAN

オンボード Gigabit LAN

メモリ

3GB（1GBx3） DDR3 トリプルチャンネル

OS

別売 （XP、Vista 選択可能）

ハードディスク

1TB S-ATA 7200 回転

主な付属品

マニュアル、保証書、ドライバーディスク

VGA

NVIDIA GeForce GTS250

保証

一年間 （延長保証オプションあり）

製品名 VIP i7920UD3R/GTX285BK 標準構成価格 139,800 円（税込）
【BTO 初期構成】
モデル名

VIP i7920UD3R/GTX285BK

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ

CPU

インテル® Core™i7 プロセッサー 920

サウンド

オンボード HD Audio

マザーボード

GIGABYTE GA-EX58-UD3R （インテル® X58 チップセット）

LAN

オンボード Gigabit LAN

メモリ

6GB（2GBx3） DDR3 トリプルチャンネル

OS

別売 （XP、Vista 選択可能）

ハードディスク

1TB S-ATA 7200 回転

主な付属品

マニュアル、保証書、ドライバーディスク

VGA

NVIDIA GeForce GTX285

保証

一年間 （延長保証オプションあり）

製品名 VIP i7920P6TD/HD487X2BK 標準構成価格 199,800 円（税込）
【BTO 初期構成】
モデル名

VIP i7920P6TD/HD487X2BK

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ

CPU

インテル® Core™i7 プロセッサー 920

サウンド

オンボード HD Audio

マザーボード

ASUS P6T Deluxe V2 （インテル® X58 チップセット）

LAN

オンボード Gigabit LAN

メモリ

Corsair TR3X6G1333C9 G 6GB（2GBx3）トリプルチャンネル

OS

別売 （XP、Vista 選択可能）

ハードディスク

1.5TB S-ATA 7200 回転 2 台

主な付属品

マニュアル、保証書、ドライバーディスク

VGA

ATI Radeon HD4870X2

保証

一年間 （延長保証オプションあり）

【会社概要】
社名 株式会社ユニットコム
運営ショップ名 ツートップ URL : http://www.twotop.co.jp/
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
【その他の情報】
製品紹介URL http://www.twotop.co.jp/new_vip_lineup/
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 ツートップ E コマース課
Tel : 03-5846-5732 / Fax : 03-5846-5734 E-mail : ssugawara@twotop.co.jp

