2013 年 2 月 1 日

プレスリリースのご案内

報道関係者各位
株式会社 ユニットコム

パソコン工房より、最新の OFFICE 2013 を搭載した 5 万円台のデスクト
ップ PC 4 製品を受注販売開始

Amphis BTO MN5300-Ci3-Office

(Windows 8 搭載)高解像度画像

Amphis BTO SL5300-Ci3-Office

(Windows 8 搭載) 高解像度画像

※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。

全国で、パソコン工房・グッドウィル・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：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房・グッドウィルブランド
より、Office 2013 をプリインストールした 新型デスクトップ 4 製品「Amphis BTO MN5300-Ci3-Office」
「Amphis BTO SL5300-Ci3-Office」
「Amphis BTO Di MN5200-Ci3-Office」「Amphis BTO Di
SL5200-Ci3-Office」の受注販売を開始しました。
4 製品とも設定共有の簡易化などが盛り込まれた「Office 2013」がプリインストールされています。
標準設定では「Office Personal 2013」(Word ワード・Excel エクセル・Outlook アウトルック)がプ
リインストールされており、「Office Home ＆ Business 2013」(上記に加えて PowerPoint パワーポイ
ント・One note ワンノートが付属)、
「Office Professional 2013」(Home ＆ Business に加えて Access
アクセス・Publisher パブリッシャーが付属)へのアップグレードが可能です。
パソコン工房・グッドウィルは、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。
※本製品は全国のパソコン工房店舗、グッドウィルオンラインストア及びグッドウィル店舗からもご
注文いただけます。

リリース配信可能日:

2013 年 2 月 1 日(金)

発売開始日：

2013 年 2 月 7 日(木)

□製品情報:
□パソコン工房のホームページ
http://www.pc-koubou.jp/

□グッドウィルのホームページ
http://www.goodwill.jp/
□Office 2013 プリインストール 製品
http://www.pc-koubou.jp/pc/office_upg.php

製品名:
Amphis BTO MN5300-Ci3-Office
標準構成価格 59,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/ammn5300ci3of_main.php

OS

Windows®

8 64 ビット

Office

Office Personal 2013
(Word ワード/ Excel エクセル/Outlook アウトルック)

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

プロセッサー

インテル® Core i3-3220 プロセッサー (3.3GHz/2 コア/4 スレッド/3MB キャッ
シュ/TDP55W)

メモリ

4GB

グラフィックカード

インテル® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

ドライブ

500GB

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

ケース

ミニタワータイプ 450W 電源搭載

製品名:
Amphis BTO Di MN5200-Ci3-Office
標準構成価格 59,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dimn5200ci3of_main.php
OS

Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 ※SP1 適応済み

Office

Office Personal 2013
(Word ワード/ Excel エクセル/Outlook アウトルック)

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

プロセッサー

インテル® Core i3-3220 プロセッサー (3.3GHz/2 コア/4 スレッド/3MB キャッ
シュ/TDP55W)

メモリ

4GB

グラフィックカード

インテル® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

ドライブ

500GB

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

ケース

300W 電源搭載スリムタイプ

製品名:
Amphis BTO SL5300-Ci3-Office
標準構成価格 59,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/amsl5300ci3of_main.php

OS

Windows®

8 64 ビット

Office

Office Personal 2013
(Word ワード/ Excel エクセル/Outlook アウトルック)

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

プロセッサー

インテル® Core i3-3220 プロセッサー (3.3GHz/2 コア/4 スレッド/3MB キャッ
シュ/TDP55W)

メモリ

4GB

グラフィックカード

インテル® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

ドライブ

500GB

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

ケース

300W 電源搭載スリムタイプ

製品名:
Amphis BTO Di SL5200-Ci3-Office
標準構成価格 59,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/disl5200ci3of_main.php

OS

Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 ※SP1 適応済み

Office

Office Personal 2013
(Word ワード/ Excel エクセル/Outlook アウトルック)

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

プロセッサー

インテル® Core i3-3220 プロセッサー (3.3GHz/2 コア/4 スレッド/3MB キャッ
シュ/TDP55W)

メモリ

4GB

グラフィックカード

インテル® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

ドライブ

500GB

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

ケース

ミニタワータイプ 450W 電源搭載

【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

グッドウィル

URL :

http://www.goodwill.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/

代表者

代表取締役 髙島 勇二

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

