報道関係者各位
プレスリリース

株式会社ユニットコム
2012 年 2 月 24 日

『魔法の天使 クリィミーマミ』 がビジュアライズノートで新登場！
描き下ろしイラスト、録り下ろし音声によるデスクトップテーマ付属！
ハイエンドノート仕様とネットブックの 2 モデルを発売！
2012 年 3 月 31 までの限定販売！
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、『魔法の天使 クリィミーマミ』のビジュアライズノートを発売致し
ます。デジクラフト社通信販売、ならびパソコン工房、TWOTOP、Faith 通信販売ならび全国の
店舗にて順次受注を開始予定。
天板には（株）ぴえろによる「マミ、優、ポジ、ネガ」が描かれた描き下ろしイラストを高画質でプ
リント！
壁紙には歴代のイラストを使用した 30 種を用意。
クリィミーマミ/森沢優（CV 太田貴子）のすべて録り下ろしの音声を収録！
オリジナルデザインのカラーカートンパッケージ採用。
作品を余すところなく再現した必見のコレクターアイテムとなります。
特典としてマイクロファイバークロスが付属！さらにノートパソコンにはマイクロファイバータオ
ルも付属！

ノートパソコン商品見本

ネットブック商品見本
ノートパソコンではインテル製 SSD510 シリーズや 4 コア搭載 Core i7 を搭載するなど最高スペ
ッククラスの性能を有したハイエンド仕様となっております。
ネットブックモデルでは新型の、デュアルコア版インテル® Atom™ プロセッサー N2800 を初搭
載！グラフィックの性能が従来のモデルに比べ飛躍的に処理能力がアップ！
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。

カートン見本
※画像はイメージです。実際の色合い、形状

©ぴえろ
製品名
■『魔法の天使 クリィミーマミ』 ノートパソコン
Windows® 7 HomePremium 64bit 正規版プリインストール 248，000 円(税込)
■『魔法の天使 クリィミーマミ』 ネットブック
Windows® 7 HomePremium 32bit 正規版プリインストール 69，800 円(税込)
受注期間 デジクラフト社
受注期間 パソコン工房他
出荷予定
掲載希望日

などは多少異なる場合が御座います。

2012 年 1 月 27 日(金)～3 月 31 日（土）
2012 年 2 月下旬～3 月 31 日（土）
2012 年 5 月下旬出荷予定
2012 年 2 月 6 日(月 )以降

【特長】
■天板には（株）ぴえろ描き下ろしの「マミ、優、ポジ、ネガ」オリジナルデザイン画像
■音声はすべて録り下ろし！クリィミーマミ/森沢優（CV 太田貴子）
■壁紙は歴代のイラストを使用した 30 種類収録
■マイクロファイバークロス付属
■ノートパソコンにはさらにマイクロファイバータオルが付属
■外装はオリジナルカラーカートンケース採用！
■Windows® 7 HomePremium SP-1 正規版 プリインストール
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【収録音声】

音声ファイル一覧
Windows の終了
Windows テーマの変更
ユーザーアカウント制御
Windows ログオフ
Windows ログオン
システムエラー
システム通知
デバイスの切断
デバイスの接続
デバイスの接続の失敗
バッテリ低下アラーム
バッテリ切れアラーム
プログラムエラー
プログラムの終了
プログラムの起動
メッセージ(問い合わせ)
メッセージ（情報）
メッセージ（警告）
一般の警告音
元に戻す(拡大)
元に戻す(縮小)
印刷完了
新着メールの通知
最大化
最小化
ごみ箱を空にする
ポップアップウィンドウのブロッ
ク
EX1
EX2
EX3

CV:太田貴子
次回もお楽しみに
それじゃ、変えちゃうね
この設定に変えちゃうね
おやすみなさーい
パンプル ピンプル パムポップン！ ピンプル パンプル パムポップン！
ねえ、エラーが起きちゃっているみたい
お知らせが来てるよ
切断しちゃうね
接続しちゃうね
上手く接続できなかったみたい……
バッテリが少なくなっちゃってるよ？
バッテリが切れちゃった……
なんだか様子がおかしいみたい
終了させるね
キャノ！ パンプル ピンプル パムポップン！ ピンプル パンプル パムポップン！
聞いた方がいいと思うよ？
ちゃんと最後まで読んでね？
それダメぇ～！
あっ、いっけない警告だ
大きくもどしちゃうよ～
ちいさくもどしちゃうよ～
プリントアウト終わりましたよ
わっ メールが届いた
おーっきくしちゃうね
ちいさくしちゃうね
ぜ～んぶ捨てちゃうんだから
余計なウィンドウはマミが魔法でブロックしたから大丈夫ですよ。
もうお別れの時間です。本当に、本当に今日はありがとう。
ごめんなさい。私とってもひどいことを
優は優だもん
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【スペック】
製品名

『魔法の天使 クリィミーマミ』 ノート PC High Spec Model

OS

Windows® 7 HomePremium 64 ビット 正規版

CPU

インテル® Core™ i7 プロセッサー（クアッドコア/2.70GHz/TB時最大3.70GHz/8MB スマートキ
ャッシュ/HT 対応）

メインメモリ
グラフィック・アクセラレーター
解像度
光学ドライブ

8GB （4GB×2） （DDR3 SDRAM）
NVIDIA® GeForce® GT630M 1GB/ インテル® HD グラフィックス（NVIDIA® Optimus™テクノロ
ジ対応）
15.6 インチ Full-HD (1920×1080 ドット)対応カラー 光沢タイプ 液晶
Blu-ray 読込み対応/DVD 書込み読込み対応

HDD

250GB SSD Intel® 510Series
[読取最高速度 500MB/s 書込最高速度 315MB/s]

オーディオ機能

High Definition Audio コーデック

LAN

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

無線 LAN

IEEE 802.11n、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g

メモリーカードスロット

SD/MMC/MS Pro/MS メモリーカード対応

映像出力
オーディオ端子

HDMI、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）
SPDIF 端子（Ø3.5mm ミニジャック）

USB

USB3.0 ｘ2

バッテリ稼働時間（JEITA 測定法
Ver1.0）
外形寸法

USB2.0 ｘ2

約 3 時間(予定）
約幅 374mm×奥行 250mm×高さ 25-37.2mm (※最大突起物を含まず）

（幅×奥行×高さ）
重量

約 2.6kg(※バッテリー含む)

※予告なく仕様が変更になる場合がございます。ご了承ください。
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【スペック】
製品名

『魔法の天使 クリィミーマミ』 ネットブックモデル

OS

Windows® 7 HomePremium 32 ビット 正規版

CPU

デュアルコア版インテル® Atom™ プロセッサー N2800（HT テクノロジー対応）

CPU 周波数

1.86GHz ｘ2

チップセット

インテル® NM10 Express チップセット

メインメモリ

2GB（DDR3 SDRAM）

グラフィック・アクセラレーター

インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3650 （CPU に内蔵）

液晶モニター

10.1 型ワイド

解像度

1024x600 ドット

ハードディスクドライブ

500GB HDD SATA

光学ドライブ

－

オーディオ機能

High Definition Audio コーデック

LAN

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/MMC/MS Pro/MS メモリーカード対応

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）

オーディオ

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）

USB 端子

USB2.0 x3

電源供給方式

AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリ

バッテリ持続時間

約 2 時間 40 分（予定）

電源

AC100V-240V、50-60Hz、DC アウトプット 19V

外形寸法（幅×奥行×高さ）

266×185×18.5～26.6mm

重量
主な添付品

約 1.2Kg
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

【関連サイト】
■『魔法の天使 クリィーミーマミ』 公式ホームページ http://pierrot.jp/title/magicgirl/cate01.html
【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
【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
デジクラフト社
http://www.digi-tsuhan.jp/shop/creamy-mami_pc/
パソコン工房

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

《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 : shinjo@unitcom.co.jp
高解像度画像
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php
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