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NVIDIA(R) Quadro(R) K620 を搭載した
クリエイター向けデスクトップパソコン 2 機種を発売開始

※画像はイメージです。

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、パソコン工房ブランドにおいて、
Tuned by TWOTOP のクリエイター向けパソコン AEX シリーズより、最新のグラフィックスカード NVIDIA(R)
Quadro(R) K620 を搭載したクリエイター向けデスクトップパソコン 2 機種を発売開始しました。
新製品は 2 機種ともプロセッサーに Core i5 4460、グラフィックに Quadro K620、メモリに 8GB、HDD に
500GB、OS に Windows 8.1 を搭載しています。
『AEX-K620-B85M-E』は拡張性のあるミニタワーモデル、『AEX-K620-B85SL-E』は省スペースのスリムモ
デルとなっています。
■NVIDIA(R) Quadro(R) K620 グラフィックスについて
グラフィック・ハードウェア NVIDIA(R) Quadro(R) (クアドロ) シリーズは、本来の用途である、ディスプレイへの
画像の出力に加え、クリエイター向け アプリケーションで行われるフィルター、 圧縮 (エンコード)、レンダリン
グ (物体 データ 生成) など各種の処理を行う事ができます。
NVIDIA(R) Quadro(R) (クアドロ) シリーズ非搭載の場合は、パソコンに搭載されているプロセッサー (CPU) で
これらの処理を行いますが、NVIDIA(R) Quadro(R) (クアドロ) シリーズは、グラフィック処理のために膨大で複
雑な演算をすることに特化しているため、プロセッサー (CPU) と比較し短時間でこなす事ができます。
本機搭載の Quadro(R) K620 は、384 個の CUDA コアプロセッサ、転送帯域 29GB/s の DDR3-2GB グ
ラフィックスメモリーを持ち、 3DCG や 3DCAD クリエイターの入門用に位置付けらます。

■AEX シリーズとは
パソコン工房からお届けする『Art EXpert シリーズ』は、より快適に・より安心に画像や動画の編集作業など
を行えるよう、企画された「Tuned by TWOTOP」仕様のクリエイターパソコンです。全てのクリエイター様、画
像・動画編集に携わるクリエイティブな方へ。パソコン工房はこだわりと自信を持って『Art EXpert シリーズ』を
おすすめします。
■「Tuned by TWOTOP」とは
TWOTOP として長年にわたり培ってきたパソコンのプロとしての目線を最大限に生かし、「ビジネス」「クリエ
イター」「プロ」の 3 つのキーワードを明確なテーマとして、スペック・部材にこだわった用途提案型の BTO パソ
コンが「Tuned by TWOTOP」です。
BTO(Build to Order=受注後生産方式)に対応しているので、ユーザーのご要望に沿った形でのスペック変
更、大容量メモリなどに変更可能です。
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。

リリース配信可能日:

2014 年 9 月 18 日(木)

発売開始日：

2014 年 9 月 18 日(木)

□パソコン工房のホームページ
http://www.pc-koubou.jp/
□パソコン工房 製品情報
・Quadro 搭載パソコン
http://www.pc-koubou.jp/pc/business_quadro.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p1
40918p01
・AEX-K620-B85M-E
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexk620b85m-e_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_ca
mpaign=p140918p02
・AEX-K620-B85SL-E
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexk620b85sl-e_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c
ampaign=p140918p03

製品名:
AEX-K620-B85M-E

販売価格 89,980 円（税別）
97,179 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexk620b85m-e_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_ca
mpaign=p140918p02
【BTO 初期構成】
OS

Windows 8.1 64 ビット

プロセッサー

Intel® Core i5™ 4460 プロセッサー

マザーボード

Intel® B85 Express チップセット

メモリ

8GB

グラフィックカード

NVIDIA® Quadro K620 2GB

HDD

500GB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

ケース形状

ミニタワー

製品名:
AEX-K620-B85SL-E

販売価格 89,980 円（税別）
97,179 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexk620b85sl-e_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c
ampaign=p140918p03
【BTO 初期構成】
OS

Windows 8.1 64 ビット

プロセッサー

Intel® Core i5™ 4460 プロセッサー

マザーボード

Intel® B85 Express チップセット

メモリ

8GB

グラフィックカード

NVIDIA® Quadro K620 2GB

HDD

500GB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

ケース形状

スリム

【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】
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

バイモア

URL :

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

セルモア

URL :

http://www.sellmore.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 Web マーケティング営業 G
Tel

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

E-mail : y-inoue@pc-koubou.co.jp

