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ツートップより、プロ仕様の ミドルタワー・ワークステーション
「WSS WX」シリーズ 新発売

WSS WX1600-E

\156,000～

WSS WX1600-S

\239,800～

WSS WX1600-H \319,800～
WSS WX1600-X

\498,000～

※画像はイメージです。
全国で、パソコン工房

・グッドウィル ・ ツートップ ・ フェイス ・ フリート ・ BUY MORE 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、ツートップブランド の オリジナル
BTO ワークステーション、「 WSS WX 」 シリーズ を発表いたします。
今回の発表と同時に、「 WSS WX1600 」 シリーズ ワークステーション の 4 モデルを、ツートップインター
ネットショップ にて、 2013 年 4 月 23 日 ( 火 ) より発売いたします。「 WSS WX1600 」 シリーズは、主
に研究開発部門、制作 プロダクション、クリエイター 向けの 構成となっており、タスク の規模に応じて エン
トリーモデル、 スタンダードモデル、 ハイエンドモデル、 プレミアムモデル の中からお選びいただけます。
今後、「 WSS WX 」 シリーズは、タスクに応じてさらに柔軟にご選択頂けるよう ラインナップ を拡充し、順
次発売して参ります。
主な特徴
「 WSS WX 」は、研究開発部門、制作プロダクション、クリエイター の現場で求められる信頼性・安定性を
追求した ワークステーション です。
プロセッサー には、高い負荷が継続的にかかる環境でも優れた処理能力を発揮する、インテル® Xeon®

プロセッサー を採用。マザーボード には、ワークステーション 向け製品で数多くの実績があり、耐久性・拡
張性に優れた Supermicro ( スーパーマイクロ ) 社製 マザーボード を搭載。 メモリーには、高い品質で定
評のある、CENTURY MICRO( センチュリー マイクロ ) 社製 の、データ の損傷による システムダウン を
低減する効果のある ECC 付 メモリー を搭載 ( ※一部機種を除く ) するなど、 ワークステーション の安
定動作に配慮した構成となっております。
各モデルのスペックは、ツートップインターネットショップホームページ上で、必要なスペックに変更し、オー
ダーすることができる BTO (Build to Order=受注生産方式)に対応するほか、ツートップ電話通販、法人営業部
ではスタッフによるカスタマイズご相談を承っております。
また、ご購入後 1 年間のピックアップ製品保証が付属し、万が一の際にはお電話 1 本で引き取りにお伺いし
ます。より充実したサポートをご希望のお客様には、オプション(有償)で、通常 1 年間の無償保証期間を 2 年
間延長する、「3 年間保証」、お電話 1 本で出張修理にお伺いする「初年度 1 年間 オンサイトサポート」をお選
びいただくことができます。
ご購入後は、24 時間 365 日体制のコールセンターのほか、ユニットコム グループ 全国店舗ネットワーク
で実施しております 「 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。

WSS WX シリーズ ラインナップのご紹介

WSS WX1600 シリーズ
インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーを搭載。全モデルに、NVIDIA® Quadro® グラフィックスを搭
載し、多くのクリエイター向けアプリケーションにおける動作互換性を確保しています。
エントリー構成

スタンダード構成

モデル名

WSS WX1600-E

WSS WX1600-S

標準構成価格

156,000 円

239,800 円

OS

Windows® 7 Professional 正規版( DSP ) 64bit インストール

CPU

インテル® Xeon® E5-1620

インテル® Xeon® E5-1650

メモリ

CENTURY MICRO 製 Unbuffered ECC

CENTURY MICRO 製 Unbuffered ECC

8GB(4GBx2)

16GB(4GBx4)

マザーボード

SUPERMICRO X9SRA (Intel C602 チップセット)

システムディスク

500GB ハードディスク

グラフィック機能

ELSA 製 NVIDIA Quadro 600

ELSA 製 NVIDIA Quadro 2000

(1GB DDR3-128bit)

(1GB GDDR5-128bit)

光学ドライブ
電源

DVD スーパーマルチドライブ
80PLUS GOLD 認証 500W 電源

80PLUS GOLD 認証 700W 電源

ハイエンド構成

プレミアム構成

モデル名

WSS WX1600-H

WSS WX1600-X

標準構成価格

31,9800 円

498,000 円

OS

Windows® 7 Professional 正規版( DSP ) 64bit インストール

CPU

インテル® Xeon® E5-1660

インテル® Xeon® E5-2687W

メモリ

CENTURY MICRO 製 Unbuffered ECC

CENTURY MICRO 製 Registered ECC

32GB(8GBx4)

64GB(16GBx4)

マザーボード

SUPERMICRO X9SRA (Intel C602 チップセット)

システムディスク

500GB ハードディスク

グラフィック機能

ELSA 製 NVIDIA Quadro 2000

ELSA 製 NVIDIA Quadro 4000

(1GB GDDR5-128bit)

(2GB GDDR5-256bit)

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

電源

80PLUS GOLD 認証 700W 電源

80PLUS GOLD 認証 700W 電源

※本製品は全国のツートップ店舗、法人営業部からもご注文いただけます。
リリース配信可能日:

2013 年 4 月 23 日(火)

製品情報:
□ ツートップインターネットショップ WSS WX シリーズ トップページ
http://www.twotop.co.jp/wss_wx/
□ ツートップインターネットショップ WSS WX1600 シリーズ
http://www.twotop.co.jp/wss_wx/wx1600/

会社概要
株式会社ユニットコムは、全国で、パソコン工房・グッドウィル・ツートップ・フェイス・フリート・BUY MOREを展開
し、パソコン販売、修理をはじめとする各種サービスにより、お客様のパソコンライフをサポートします。
社名

株式会社ユニットコム

URL :

http://www.unitcom.co.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

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/

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：tsunoda@unitcom.co.jp

