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パソコン工房にて、『kabu パソ リニューアルキャンペーン』を実施中！

※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、パソコン工房にて、『kabu パソ
リニューアルキャンペーン』を実施中です。
◆kabu パソ リニューアルキャンペーン詳細
パソコン工房で好評展開中となる『Kabu パソ』のページリニューアルを記念したキャンペーンを実施致します。
Kabu パソをご購入頂きましたお客様全員に、8GB USB フラッシュメモリをプレゼント！
さらに 4 画面モデルもしくは 6 画面モデルをご購入頂いたお客様には、高性能マウスパッドをプレゼント致しま
す！
キャンペーン期間は 11/11(火)～12/9(火)となっております。
◆対象製品
・PRO-kabu.Lite [1 画面モデル]
79,980 円(税別) 86,379 円(税込)
・PRO-kabu.2 [2 画面モデル]
124,980 円(税別) 134,979 円(税込)
・PRO-kabu.4 [4 画面モデル]
199,980 円(税別) 215,979 円(税込)
・PRO-kabu.6 [6 画面モデル]
294,980 円(税別) 318,579 円(税込)
◆プレゼント詳細

①対象製品ご購入でプレゼント！
8GB USB フラッシュメモリ SILICON POWER 製 SP008GBUF3M01V1B
②さらに 4 画面モデルもしくは 6 画面モデルご購入で、マウスパッドをプレゼント！
上記①のプレゼントとなる、8GB USB フラッシュメモリに加えて
高性能マウスパッド Cooler Master 製 CM Storm シリーズ

Speed-RX M サイズ[320ｘ270mm]

■「kabu パソ」とは
力ブドットコム証券株式会社と、パソコン工房が共同企画したトレーディング専用パソコン、「kabu パソ」シリー
ズは、インターネット株取引に必須な素早いトレード能力と長時間にわたるチャー卜監視などにも安定した動
作をお届けすることを目的に、厳選したスペック構成、専用ソフト「kabu ステーション®」のプリインストール、訪
問設置 ／ 設定サービス・専用ソフト「kabu ステーション®」の遠隔オンラインサポート、さらに 24 時間 365 日
のコールセンターサポートをワンパッケージとしたトレーディング専用パソコンです。
■「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。
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□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
http://www.pc-koubou.jp/pc/kabu.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141111p01

製品名:
【1 画面モデル】PRO-kabu.Lite

販売価格 79,980 円（税別）
86,379 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/kabu_lite_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campai
gn=p141111p02
【BTO 初期構成】
OS

Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP)

専用ソフト

高機能トレーディングツール「kabu ステーション®」 プリインストール

モニタ

iiyama 21.5 インチワイド フル HD モニター×1 台

プロセッサー

Intel® Pentium G3240 プロセッサー

マザーボード

Intel® B85 Express チップセット [ASUS B85M-E]

メモリ

8GB

グラフィックカード

Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

HDD

500GB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

300W 80PLUS

製品名:
【2 画面モデル】PRO-kabu.2

販売価格 124,980 円（税別）
134,979 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/kabu_2_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=
p141111p03
【BTO 初期構成】
OS

Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP)

専用ソフト

高機能トレーディングツール「kabu ステーション®」 プリインストール

モニタ

iiyama 21.5 インチワイド フル HD モニター×2 台

プロセッサー

Intel® Core i3™ 4160 プロセッサー

マザーボード

Intel® B85 Express チップセット [ASUS B85M-E]

メモリ

8GB

グラフィックカード

Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

HDD

1TB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

300W 80PLUS

製品名:
【4 画面モデル】PRO-kabu.4

販売価格 199,980 円（税別）
215,979 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/kabu_4_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=
p141111p04
【BTO 初期構成】
OS

Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP)

専用ソフト

高機能トレーディングツール「kabu ステーション®」 プリインストール

モニタ

iiyama 21.5 インチワイド フル HD モニター×4 台

プロセッサー

Intel® Core i5™ 4590 プロセッサー

マザーボード

Intel® B85 Express チップセット [ASUS B85M-E]

メモリ

8GB

グラフィックカード

Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

グラフィックカード 2

NVIDIA® GeForce GT 740 1GB GDDR5

HDD

1TB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

300W 80PLUS

製品名:
【6 画面モデル】PRO-kabu.6

販売価格 294,980 円（税別）
318,579 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/kabu_6_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=
p141111p05
【BTO 初期構成】
OS

Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP)

専用ソフト

高機能トレーディングツール「kabu ステーション®」 プリインストール

モニタ

iiyama 21.5 インチワイド フル HD モニター×6 台

プロセッサー

Intel® Core i7™ 4790 プロセッサー

マザーボード

Intel® Z87 Express チップセット [ASUS TUF GRYPHONE Z87]

メモリ

16GB

グラフィックカード

Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

グラフィックカード 2

NVIDIA® GeForce GTX 750 1GB GDDR5

SSD

120GB

HDD

1TB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

500W 80PLUS

【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

