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株式会社ユニットコム
2011 年 5 月 20 日

いとうのいぢさんデザイン音々ちゃんを採用した
ハイクオリティプリントノート新登場！
日本語、英語、中国語 3 ヶ国語デスクトップテーマ搭載！
全国でパソコン工房・TWOTOP・Faith を展開する株式会社ユニットコム（社長：大野三規、本
社：大阪市浪速区日本橋）は、音々ちゃんのビジュアライズノートの受注を 2011 年 5 月 20 日
(金）から通信販売ならびに大阪日本橋の店舗にて開始致します。
天板に日本橋のキャラクターである音々ちゃんを採用したノートパソコンです。
オリジナルのデスクトップテーマがプリンインストールされ、音々ちゃんのキャラクターヴォイ
スには松岡由貴さん、光ちゃんのキャラクターヴォイスにはささきのぞみさんによるデスクトッ
プテーマがプリインストールされております。
デスクトップテーマは全 7 パターン用意し、音々ちゃん 3 種（日本語、英語、中国語（北京語/台
湾風））、光ちゃん（日本語 2 種、英語、中国語（北京語/大陸風））となります。
特典としてオリジナル壁紙 23 種類をプリインストールしております。
OS には Windows® 7 HomePremium [32 ビット] 正規版を搭載し、音声や壁紙などを含めたデス
クトップテーマの変更が簡単に可能です。
キングソフトオフィス 2010 スタンダードを標準搭載しており、表計算やワープロ、プレゼンテー
ションソフトをご使用頂けます。

商品写真

インテル® Atom™ プロセッサー N470 搭載！モバイルユースでは十分な処理能力を発揮しま
す。HDD も大容量 500GB を搭載。多くの画像や音楽データを保存可能です。
オフィスソフトを標準インストールしワープロや表計算などが使用可能です。
発売記念として先着 50 名様に 6 月 5 日に大阪日本橋にて行われる、「音々ちゃん・光ちゃん声
優イベント 松岡由貴さん・ささきのぞみさんトークショー＆サイン会」のサイン会参加券をプレ

音々ちゃん
光ちゃん
CV:松岡由貴さん CV:ささきのぞみさん

ゼント。
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製品名
■音々ネットブック
Windows® 7 HomePremium 32bit 正規版プリインストール 59,800 円(税込)
受注開始
2011 年 5 月 20 日(金)
掲載希望日
2011 年 5 月 20 日(金)以降
【特長】
■天板にイラストをフルカラープリント
■7 種類のデスクトップテーマをプリインストール
■松岡由貴さん、ささきのぞみさんによる 3 ヶ国語のデスクトップテーマ
■オリジナル壁紙 23 種
■大容量 500GB SATA HDD 搭載、メインメモリ 2GB 搭載,
■SD/SDHC/MMC/MS/MSPro 対応カードリーダー内蔵
■Windows® 7 HomePremium 32bit 正規版 プリインストール
■キングソフトオフィス 2010 スタンダード 付属
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【スペック】

OS
CPU
CPU 周波数
チップセット
メインメモリ
グラフィック・アクセラ
レーター
液晶モニター
解像度
ハードディスクドライブ
光学ドライブ
オーディオ機能
LAN
無線 LAN
メモリースロット

Windows® 7 HomePremium 32 ビット 正規版
インテル® Atom™ プロセッサー N470（HT テクノロジー対応）
1.83GHz
インテル® NM10 Express チップセット
標準 2GB （2GB×1） / 最大 2GB（DDR2 SDRAM）

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）
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）
USB2.0 x3
AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリ
約 2 時間 30 分（JEITA 測定法準拠）
AC100V-240V、50-60Hz、DC アウトプット 19V

オーディオ

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）
10.1 型ワイド
1024x600 ドット
500GB HDD SATA
－
High Definition Audio コーデック
100Base-TX/10Base-T
IEEE 802.11n、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
SD/SDHC/MMC/MS Pro/MS メモリーカード対応

USB 端子
電源供給方式
バッテリ持続時間
電源
外形寸法（幅×奥行×
266×185×18.5～26.6mm
高さ）
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
【販売 Web サイト】
パソコン工房
http://www.pc-koubou.jp/goods/1005553.html
【販売店舗】日本橋地区
パソコン工房 本店
大阪府大阪市浪速区日本橋 4-16-1
TEL 06-6647-8820

TWOTOP 大阪日本橋店
大阪府大阪市浪速区日本橋 4-15-18
TEL 06-6631-2101

Faith 大阪日本橋店
大阪府大阪市浪速区日本橋西 1-1-3
TEL 06-6636-8646

【関連サイト】
日本橋プロジェクト http://nippombashi.jp/project/

http://nippombashi.jp/project/event044.html サイン会イベント概要が掲載されております。
サイン会開催日：6 月 5 日（日）
会場：インディペンデントシアター2nd

演時間：15 時 00 分～

サイン会の前に 13 時 30 分より トークショーが開催されます。
参加方法 入場無料、ただし６月５日当日に会場にて東日本大震災募金をして頂いた方
となりますので、トークショーにもふるってご参加ください。
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サイン会の参加に関しては音々ちゃんノートパソコンのご購入の他に下記グッズを 5 月21 日から先着で合計1,000 円以上日本橋店
舗にてお買い上げの方にもプレゼントさせて頂きます。
【その他グッズ販売】
■音々ちゃん光学式マウス
販売価格：￥2980（税込）

■音々＆光デスクマット（A3）
販売価格：￥1000（税込）

■光ちゃん光学式マウス
販売価格：￥2980（税込）

■音々ちゃんキーボード
販売価格：￥4980（税込）

■音々＆光ストラップ
販売価格：￥500（税込）

■音々ちゃんクリアファイル
販売価格：￥300（税込）

■光ちゃんクリアファイル
販売価格：￥300（税込）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------【会社概要】
社名 株式会社ユニットコム
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
《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 PC 企画部

Tel : 06-6647-2816/ Fax : 06-6647-6088

Email : k-noguchi@unitcom.co.jp
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