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発売以来大好評、話題のオンライントレード向けパソコン
「kabu パソ」を大幅にリニューアルして発売

※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・バイモア・セルモア 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、カブドットコム証券株式会社と共同企
画・開発し、ユニットコムが独占的に販売中の、オンライントレード(インターネットによる株取引)
向けパソコン「kabu パソ」シリーズを大幅リニューアルし、2014 年 1 月 22 日(水)に発売しました。
証券会社のトレーディングルームをイメージさせる「kabu パソ」は、多画面で多くの取引情報を表
示することができるオンライントレード向けパソコンとして 2013 年 3 月 21 日(木) に発売して以来、
大変多くの反響を頂いております。
「kabu パソ」は、快適なオンライントレード環境を実現するため、構成部品を吟味すると共に、カ
ブドットコム証券株式会社が開発ならびに「kabu パソ」用に最適化した「kabu ステーション(TM)」を
プリインストールしております。
「kabu ステーション(TM)」は、リアルタイム情報配信、豊富な発注機
能を備えたトレーディングツールで、カブドットコム証券株式会社による充実したサポート体制によ
り、オンライントレード初心者の方でも安心してご利用頂くことができます。
また、専門の技術者がご自宅にお伺いして、多画面の設置から Windows 8.1 の初期設定、
「kabu ステ
ーション(TM)」の設定までを行う、「訪問設置・設定サービス(※)」がセットになっております。
この度のリニューアルでは、6 画面モデル、4 画面モデルに付属のモニタースタンドを自立可能タイ
プへと変更し、画面の設置・角度調整を容易にしました。また、同モデルでは、省スペース化のため
パソコン本体の筐体サイズの変更を行っております。さらに、2 画面モデルでは新たに第 4 世代インテ
ル(R) Core(TM)プロセッサーを搭載することで快適性を向上しております。

これらの変更により、これまで設置条件でお悩みであった方も含め、多くの方が本格的なオンライ
ントレードツールとして「kabu パソ」をお選びいただくことができるものと期待しております。
※6 画面、4 画面、2 画面モデルの販売価格には標準で訪問設置・設定サービス料金が含まれておりま
す。1 画面モデル(kabu パソ Lite)ではオプション(有償)となります。

「kabu パソ」の主な特徴
選べる 4 タイプ
気軽にオンライントレードを始めたい方向けの 1 画面モデル(Lite)、複数の作業が効率よくできる 2
画面モデル、設置幅が 2 画面とほぼ同じまま、幅広い投資情報を同時表示できる 4 画面モデル、kabu
ステーション(TM)の情報をフルに活用できる 6 画面モデルをラインナップ。オンライントレード初心
者の方からベテランの方まで幅広く対応いたします。
kabu ステーション(TM)最新版の動作推奨ハードウェア
カブドットコム証券株式会社が開発した高機能トレーディングツー
ル「kabu ステーション(TM)」を快適に、安心してご利用頂ける仕様と
なっております。また、1 台 1 台を専門の技術者による国内生産で製
造しており、高い品質を実現しています。

設置が容易で、操作性の高い新型液晶モニタースタンド(4 画面、6 画面で標準セット)
従来のモニターアームで必要であったクランプ(机の天版を締め付
けて固定する部位)が不要となり、机を傷つけない設置ができるよう
になりました。 また、人間工学を取り入れたデザインにより、モニ
ターの高さ・角度の調節も簡単な操作でよりスムーズにできるように
なりました。
※2 画面モデルではオプションとなります。
見やすさと省エネを実現した、信頼の iiyama 製液晶モニター
全てのモデルに、パソコン用モニターで豊富な実績をもつ iiyama 製液晶モニターを付属しておりま
す。消費電力・発熱の少ない LED バックライトを搭載し高い省エネルギー性能を実現するとともに、
高解像度表示対応(横 1920 ドット×縦 1080 ドット)で、一度に多くの情報を表示することができます。
ソフトもハードも安心サポート
トレーディングツール「kabu ステーション(TM)」の使い方や、オンライントレードに関するご質問
は、カブドットコム証券株式会社の充実したサポートをご利用頂けます。遠隔オンラインサポートに
も対応しており、オペレーターと画面を共有しながらの分かりやすい問題解決ができます。
「kabu パソ」
本体でお困りの際は、
ユニットコムによる 24 時間 365 日体制のコールセンターのほか、
全国のユニットコムグループ（パソコン工房・グッドウィル・ツートップ・バイモア）各店でもサポ
ートを承ります。

ハードウェア詳細仕様
全てのモデルに最新のオペレーティング・システム「Microsoft Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP)」を
搭載。また、スムーズにオンライントレードを始められるよう、高機能トレーディングツール「kabu ステーショ
ン(TM)」 をプリインストールしています。

TWOTOP kabu Lite v3 (1 画面モデル) 標準価格 86,980 円(税込)
iiyama 製 21.5 インチワイド フル HD モニター×1 台付属
インテル(R) Pentium G3220 プロセッサー
インテル(R) B85 Express チップセット (ASUS 製 B85M-E)
8GB メモリ(DDR3-1600 4GB×2)
500GB ハードディスク(3.5 インチ Serial-ATA)
24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ
インテル(R) HD グラフィックス
※出張初期導入作業（設置・各種設定）は有償オプションとなります。

TWOTOP kabu.2 v3 (2 画面モデル) 標準価格 134,980 円(税込)
専門スタッフによる出張初期導入作業（設置・各種設定）実施
iiyama 製 21.5 インチワイド フル HD モニター×2 台付属
インテル(R) Core i3-4130 プロセッサー
インテル(R) B85 Express チップセット (ASUS 製 B85M-E)
8GB メモリ(DDR3-1600 4GB×2)
1TB ハードディスク(3.5 インチ Serial-ATA)
24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ
インテル(R) HD グラフィックス

TWOTOP kabu.4 v3 (4 画面モデル) 標準価格 209,980 円(税込)
専門スタッフによる出張初期導入作業（設置・各種設定）実施
iiyama 製 21.5 インチワイド フル HD モニター×4 台付属
インテル(R) Core i5-4570 プロセッサー
インテル(R) B85 Express チップセット (ASUS 製 B85M-E)
8GB メモリ(DDR3-1600 4GB×2)
1TB ハードディスク(3.5 インチ Serial-ATA)
24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ
インテル(R) HD グラフィックス、NVIDIA(R) GeForce GT 630 1GB GDDR3

TWOTOP kabu.6 v3 (6 画面モデル) 標準価格 309,980 円(税込)
専門スタッフによる出張初期導入作業（設置・各種設定）実施
iiyama 製 21.5 インチワイド フル HD モニター×6 台付属
インテル(R) Core i7-4770 プロセッサー
インテル(R) Z87 Express チップセット (ASUS 製 TUF GRYPHONE Z87)
16GB メモリ(DDR3-1600 8GB×2)
120GB SSD (Serial ATA 6Gbps)、1TB ハードディスク(3.5 インチ Serial-ATA)
24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ
インテル(R) HD グラフィックス、NVIDIA(R) GeForce GT 630 1GB GDDR3 ×2

※kabu パソ Lite、には訪問設置サービスは含まれておりません。ご希望のお客様は、お見積画面にて、
訪問設置サービスオプションの追加(有償)が必要です。

※本製品は下記パソコン工房通販サイトのほか、全国のツートップ店舗、BUY MORE 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時:

2014 年 1 月 24 日(金)

掲載商品発売日:

2014 年 1 月 22 日(水)

製品情報
□

パソコン工房通販サイト kabu パソ トップページ
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140124p01

□

パソコン工房通販サイト kabu パソ Lite
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140124p02

□ パソコン工房通販サイト kabu パソ 2
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140124p03

□ パソコン工房通販サイト kabu パソ 4
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140124p04

□ パソコン工房通販サイト kabu パソ 6
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140124p05
【掲載 URL について】
本リリースに掲載させて頂いております URL の一部につきまして、リンク先をご確認頂いた際に、
URL が変換されます。つきましては、リンク先をご確認頂いた際のブラウザに表示された URL ではなく、
本リリースに掲載させて頂いております URL をそのまま貼り付けて頂きますようお願いいたします。

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 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/

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 東京 E コマース
Tel ： 03-4334-9035 / Fax ： 03-4334-9031
E-mail ：tsunoda@unitcom.co.jp

