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株式会社 ユニットコム

フェイス、TDP35W の低電圧版デュアルコアプロセッサーを採用した
省電力・省スペースパソコンの新製品 3 モデルを販売開始！
全国で、パソコン工房・フェイス・ツートップ・フリートを展開する株式会社ユニットコム（代
表取締役：大野三規、本社：大阪市浪速区）は、フェイスブランドより、TDP35W の低電圧版デュ
アルコアプロセッサーを採用した省電力・省スペースパソコンの新製品、
「-est i5T AH7I-S」、
「-est
i5T AH7I」
、
「-est P6T AH7I」を販売開始しました。
新製品 3 モデルは、インテル H77 Express チップセットを搭載した ASUSTeK 製マザーボード
『P8H77-I』を搭載し、ケースには IN WIN 製 Mini-ITX ケース『IW-BQ660』
、スロットイン方式の
スリム型 DVD スーパーマルチドライブを採用した、コンパクトで設置場所を選ばない省電力・省
スペースパソコンです。縦置き・横置きのどちらでも設置することができ、デスク周りをスッキ
リ広々と使用することが可能です。
-est i5T AH7I-S は、CPU に 2 コア 4 スレッドの第 3 世代インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ
ー、CENTURY MICRO 製メモリ 8GB、SSD 120GB を搭載したハイパフォーマンスな省電力・省スペー
スパソコンとなっています。
-est i5T AH7I は、CPU に 2 コア 4 スレッドの第 3 世代インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー、
メモリ 4GB、HDD 500GB を搭載した省電力・省スペースパソコンのスタンダードモデルとなってい
ます。
-est P6T AH7I は、CPU に 2 コア 2 スレッドの インテル® Pentium G630T プロセッサー、メモリ
4GB、HDD 500GB を搭載したコストパフォーマンスの高い省電力・省スペースパソコンとなってい
ます。
フェイスの BTO パソコンは、メモリ、HDD、SSD、マウス・キーボード、OS、モニタ等、ユーザー
のご要望に沿った形でのカスタマイズが可能で、幅広いニーズに対応できます。また、オプショ
ンで 3 年間保証も選択可能です。

「-est i5T AH7I-S」
【販売開始日】 販売中
【リリース配信可能日】 随時

※画像はイメージです。

製品名:
-est i5T AH7I-S
標準構成価格 69,970 円（税込）
http://www.faith-go.co.jp/pc/model/?id=172354
-est i5T AH7I
標準構成価格 59,970 円（税込）
http://www.faith-go.co.jp/pc/model/?id=172355
-est P6T AH7I
標準構成価格 49,970 円（税込）
http://www.faith-go.co.jp/pc/model/?id=172346
【BTO 初期構成】
-est i5T AH7I-S
CPU

インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー (2 コア/4 スレッド / TDP35W)

チップセット

インテル® H77 チップセット(ASUSTeK P8H77-I)

メモリ

CENTURY MICRO 製 PC12800 DDR3 8GB 1600MHz(4GBx2)

SSD

インテル® SSD 330 シリーズ 120GB

グラフィック

インテル® HD グラフィックス 2500(CPU 統合グラフィック)

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ スロットイン方式(±R x8/＋RW x8/－RW x6/±DL x6)

ネットワーク

1000Base GigabitLAN オンボード

電源

80W 電源内蔵

サイズ

幅 約 76 x 高さ 約 235 x 奥行 約 217mm（突起物・台座含まず）

OS

Microsoft Windows® 7 Home Premium 64bit 正規版プリインストール
SP1 適用済み

-est i5T AH7I
CPU

インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー (2 コア/4 スレッド / TDP35W)

チップセット

インテル® H77 チップセット(ASUSTeK P8H77-I)

メモリ

PC10600 DDR3 4GB 1333MHz(4GBx1)

HDD

2.5 ｲﾝﾁ

グラフィック

インテル® HD グラフィックス 2500(CPU 統合グラフィック)

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ スロットイン方式(±R x8/＋RW x8/－RW x6/±DL x6)

ネットワーク

1000Base GigabitLAN オンボード

電源

80W 電源内蔵

サイズ

幅 約 76 x 高さ 約 235 x 奥行 約 217mm（突起物・台座含まず）

OS

HDD 500GB 5400rpm SATA 8MB キャッシュ

Microsoft Windows® 7 Home Premium 64bit 正規版プリインストール
SP1 適用済み

-est P6T AH7I

CPU

インテル® Pentium™ G630T プロセッサー (2 コア/2 スレッド / TDP35W)

チップセット

インテル® H77 チップセット(ASUSTeK P8H77-I)

メモリ

PC10600 DDR3 4GB 1333MHz(4GBx1)

HDD

2.5 ｲﾝﾁ

グラフィック

インテル® HD グラフィックス(CPU 統合グラフィック)

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ スロットイン方式(±R x8/＋RW x8/－RW x6/±DL x6)

ネットワーク

1000Base GigabitLAN オンボード

電源

80W 電源内蔵

サイズ

幅 約 76 x 高さ 約 235 x 奥行 約 217mm（突起物・台座含まず）

HDD 500GB 5400rpm SATA 8MB キャッシュ

Microsoft Windows® 7 Home Premium 64bit 正規版プリインストール

OS

SP1 適用済み
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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 東京 E コマース
Tel

： 03-4334-9035 / Fax ： 03-4334-9031

E-mail：: miyamori@unitcom.co.jp

