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ハイエンド志向の最新インテル®Core™プロセッサー「IvyBridge-E」搭載

ASUS 製 最上位 X79 チップセット採用

カスタマイズも可能なクリエイター向けパソコン 2 機種新発売

株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市）は、パソコン工房公式通販サイトにおいて、
「Tuned by TWOTOP」
ブランドより、開発コードネーム 「IvyBridge-E」と呼ばれる最新インテル®Core™プロセッサーを搭載した、クリエイター向け
パソコンの販売を開始しました。

「Tuned by TWOTOP」にて販売を展開しているクリエイター向け「Art Expert シリーズ」※以下「AEX」シリーズ は 、画像・
動画編集に携わるクリエイターの方の、溢れる想像力、創作力の実現に貢献することを目的に構成を企画しているパソコンシリー

ズです。 気軽に作品を作りたい方向けのエントリーモデルから、より高度で複雑な処理が求められる本格的な制作現場で活躍する
ハイスペックモデルまで、豊富にラインナップを取り揃えております。
「Tuned by TWOTOP」より今回発売する「TWOTOP AEX-K2000-H」・「TWOTOP AEX-K4000-X」は、2013 年 9 月 11
日に販売解禁となった、最新インテル®Core™i7 プロセッサーを採用。マザーボードは世界シェア No,1 を誇る安心の ASUS 社製
P9X79（インテル®X79 チップセット）を使用しています。グラフィックスには 3DCG、CAD、映像編集など、多くのクリエイ
ター向けソフトウェアで推奨される NVIDIA® Quadro®シリーズ を搭載。NVIDIA® Quadro® グラフィックス により、フィ
ルタリング 、エンコード 、レンダリング など、重く時間を要する作業の多くを ハードウェア で行う事が可能となり、大幅な作
業時間の短縮を実現します。また基本性能の向上を図るほかにも、HDD を簡単に交換できるリムーバブルケースを標準装備し、性
能だけでなく後々のデータ管理まで考慮した構成となっております。

すべてのお客様に「安心」をお届けします。
「Tuned by TWOTOP」では、ユニットコムグループ国内出荷 200 万台以上の実績と経験に加え、構成部品は、信頼性の高いメ
ジャーブランド（大手メーカー）製ならびに十分な採用実績のある製品を中心に採用しています。また、掲載前の事前の動作検証
をはじめ、ご注文を受けてからの国内工場での入念な組立動作検証により、安心してご利用いただける製品をお届けいたします。

「Tuned by TWOTOP カスタマーコンシェルジェ」を設置、経験豊富な スタッフ がお客様の悩みを解決します。
「Tuned by TWOTOP」では、パーツ 選定のご相談から、高度な フルカスタマイズ・コンピューターのお見積もり、ご購入相談
まで、あらゆるお悩みにお応えする、電話相談窓口を設置。経験豊かなスタッフがご案内します。
各種お見積もり書などの発行も迅速に対応いたします。皆様のお問い合せを心よりお待ちいたしております。
0570-666130（10：00～18：00 /年中無休）

【基本構成】
■NVIDIA® Quadro® K2000 グラフィックス搭載モデル
製品名

TWOTOP AEX-K2000-H

OS

Microsoft Windows® 7 Professional 64 ビット正規版[DSP]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-4820K プロセッサー

マザーボード

インテル® X79 Express チップセット(ASUS P9X79 マザーボード)

グラフィックカード

NVIDIA® Quadro® K2000 2GB GDDR5

メモリー

DDR3 1866 4GB × 4 枚 (計 16GB)

SSD

180GB インテル®SSD 530 シリーズ SATA 6Gbps

HDD

1TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

電源

700W 80PLUS GOLD 認証電源

■NVIDIA® Quadro® K4000 グラフィックス搭載モデル
製品名

TWOTOP AEX-K4000-X

OS

Microsoft Windows® 7 Professional 64 ビット正規版[DSP]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-4930K プロセッサー

マザーボード

インテル® X79 Express チップセット(ASUS P9X79 マザーボード)

グラフィックカード

NVIDIA® Quadro® K4000 3GB GDDR5

メモリー

DDR3 1866 4GB × 4 枚 (計 16GB)

SSD

180GB インテル®SSD 530 シリーズ SATA 6Gbps

HDD

1TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

電源

700W 80PLUS GOLD 認証電源

リリース配信可能日時:

2013 年 9 月 18 日 (水) 12：00～

製品情報
製品名：TWOTOP AEX-K2000-H
販売価格：￥259,980 （税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotopaex-k2000-h_main.php

製品名：TWOTOP AEX-K4000-X
販売価格：￥367,980 （税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotopaex-k4000-x_main.php

その他のパソコンシリーズ
□

「Tuned by TWOTOP」 ツートップ・クリエイター AEX

http://www.pc-koubou.jp/pc/aex.php
□

「Tuned by TWOTOP」 ツートップ・ビジネス bz-PC

http://www.pc-koubou.jp/pc/business.php
□

「Tuned by TWOTOP」 ツートップ・プロ PRO

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

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・バイモア・セルモア 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

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

大阪市浪速区日本橋 4-16-1

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/

バイモア

URL :

http://www.unitcom.co.jp/buymore/

セルモア

URL :

http://www.sellmore.jp/

本リリースに関するお問い合せ先

株式会社ユニットコム
Tel

E コマース統括部 TT-E コマース

： 03-4334-9035 / Fax ： 03-4334-9031

E-mail：tsunoda@unitcom.co.jp

