プレスリリースのご案内

報道関係者各位

2012 年 7 月 27 日
株式会社 ユニットコム

パソコン工房、
前面吸気量を確保しながら PC 内部がブラインドされた
「ハ
ニカムメッシュフロントエアダクト」搭載の新型ミニタワー採用デスク
トップパソコン 3 機種を販売開始

※画像はイメージです。
製品高解像度画像は下記 URL よりダウンロードお願いします。
製品画像 URL:
http://www.pc-koubou.jp/info/img/mn5_mid_z675.jpg

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、パソコン工房よりデスクトップミニタ
ワーパソコンの新型ケースを採用した 3 製品,「Amphis BTO Di MN5200-Ci5-TG」「Amphis BTO
Di MN5200-Ci3」
「Amphis BTO Di MN5200-C」の販売を開始致します。
本製品にはパソコン工房 MN5 シリーズの新筐体が採用されており、ケースデザインが一新さ
れています。前面下部の吸気口には「ハニカムメッシュフロントエアダクト」が採用されて
います。通常のハニカムメッシュに下部からハーフカバーが取り付けられており、吸気口面
積を確保して冷却機能を保ちながら、外部からはブラインドされるためケース内部が目につ
きにくくなっています。
「Amphis BTO Di MN5200-Ci5-TG」にはインテル® Core™ i5 3470 搭載、
「Amphis BTO Di
MN5200-Ci3」にはインテル® Core™ i3 2120 を搭載、
「Amphis BTO MN5200-C」にはインテル
® Celeron G540」を搭載しています。
本製品は、タワー型に比べてスペースを取りすぎず、購入後のハードウェア増設が容易なミ

ニタワーパソコンとなります。
パソコン工房は、24 時間 365 日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心
サポートで万全のアフターフォローとなっております。

■パソコン工房 インターネット通販 WEB サイト 製品販売ページ
※本製品は全国のパソコン工房店舗、グッドウィル WEB 通販からもご注文いただけます。
リリース配信可能日:

2012 年 7 月 27 日(金)

発売開始日：

2012 年 7 月 27 日(金)

製品紹介
http://www.pc-koubou.jp/pc/mn5_new.php
製品名:

「Amphis BTO Di MN5200-Ci5-TG」
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dimn5200ci5tg_main.php
グッドウィル WEB 通販購入ページ
http://www.goodwill.jp/gwpc/model/dimn5200ci5tg_main.php
標準構成価格 54,980 円（税込）
OS

Windows(R) 7 Home Premium [64 ビット] 正規版

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

電源

450W 電源搭載

プロセッサ

インテル® Core i5-3470 プロセッサー(3.2-3.6GHz/4 コア/4 スレッド/6MB)

メインメモリ

DDR3 4GB

ハードディスクドライブ

500GB HDD

グラフィックアクセラレータ

インテル® HD グラフィックス 2500

光学ドライブ

24 倍速スーパーマルチドライブ

製品名:

「Amphis BTO Di MN5200-Ci3」
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dimn5200ci3_main.php
グッドウィル WEB 通販購入ページ
http://www.goodwill.jp/gwpc/model/dimn5200ci3_main.php
標準構成価格 44,980 円（税込）
OS

Windows(R) 7 Home Premium [64 ビット] 正規版

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

電源

450W 電源搭載

プロセッサ

インテル® Core i3-2120 プロセッサー(3.35GHz/2 コア/4 スレッド/3MB)

メインメモリ

DDR3 4GB

ハードディスクドライブ

500GB HDD

グラフィックアクセラレータ

インテル® HD グラフィックス

光学ドライブ

24 倍速スーパーマルチドライブ
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製品名:

「Amphis BTO Di MN5200-C」
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dimn5200c_main.php
グッドウィル WEB 通販購入ページ
http://www.goodwill.jp/gwpc/model/dimn5200c_main.php
標準構成価格 37,980 円（税込）
OS

Windows(R) 7 Home Premium [64 ビット] 正規版

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

電源

450W 電源搭載

プロセッサ

インテル® Celeron G540(2.5GHz) 2 コア/2 スレッド キャッシュ 2MB

メインメモリ

DDR3 2GB

ハードディスクドライブ

500GB HDD

グラフィックアクセラレータ

インテル® HD グラフィックス

光学ドライブ

24 倍速スーパーマルチドライブ

プレス関係者様用 URL
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php

【会社概要】
社名 株式会社ユニットコム
運営ショップ名
パソコン工房

URL :

http://www.pc-koubou.jp

ツートップ

URL :

http://www.twotop.co.jp

フェイス

URL :

http://www.faith-go.co.jp

フリート

URL：

https://freet-diy.jp/

資本金

750,315,033円

代表者

代表取締役 大野 三規

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

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 PK-e 営業部
Tel

: 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014

E-mail : ohkubo@unitcom.co.jp

