2014 年 12 月 11 日

株式会社 ユニットコム

円安で攻める！自宅で快適外貨取引
オンライントレード専用「外為パソコン」発売

※画像はイメージです。製品のみの画像をご用意しております。ダウンロードは下記 URL へ
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php

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、株式会社外為どっとコム
との共同企画によって誕生した、
「外為パソコン」の販売を、弊社パソコン通販サイト「パソコン工房」
にて開始いたしました。
「外為パソコン」は、昨今のドル/円相場の急激な変動によって多くの個人投資家から関心を集める、
「外貨投資」を快適に行うことを目的とした個人向けデスクトップ・パソコンです。
弊社オリジナルの、最大４画面で外為チャートなど多くの情報を表示できるハードウェア一式に、店
頭ＦＸ（外国為替保証金取引）業務でトップクラスの実績(※1)を持つ、株式会社外為どっとコムが提供
するソフトウェア「外貨ネクストネオ リッチアプリ版」をプリインストールし、さらに両社が提供す
るサポート体制を組合せることによって、充実したオンライントレード環境を実現しました。
マーケット情報の視認性の高さ、
「外貨ネクストネオ リッチアプリ版」による素早い取引スピード、
安心のサポート体制によって、パソコン・外貨投資初心者の方だけでなく、ワンランク上の取引環境
をお求めの上級者の方にも、
「外為パソコン」が投資効率をアップするツールとして広くご利用頂ける
ことを期待しております。なお、発売記念キャンペーンとして、2015 年１月 16 日（金）まで、
「USB
メモリ」と「外為どっとコムオリジナルマウスパッド」を限定プレゼント（先着順）いたします。
※1 外為どっとコム、
「預かり資産」部門にて１０年連続Ｎｏ．１達成

http://www.gaitame.com/company/pdf/press_140912.pdf

●「外為パソコン」製品化にあたり
アベノミクスによる大胆な金融政策により外国為替市場に多くの個人投資家が台頭する中で、オンラ
イントレードに適したパソコンへの要望が高まっております。一方で、すでにオンライントレードを
行っているパソコンユーザーからは、チャートなどの取引情報が画面に表示しきれず不便である、取
引ソフトが不安定である、といった声が多く聞かれます。
「外為パソコン」は、パソコンのパワーユーザーが行っている、画面を複数動作させる「マルチディ
スプレイ」の手法を用い、表示情報量の根本的なアップを実現するとともに、弊社の豊富なパソコン
販売実績をもとに最適な使用部品を選定し、さらに株式会社外為どっとコムと共同で、同社の外為取
引専用ソフトウェア「外貨ネクストネオ リッチアプリ版」の動作検証を入念に行い安定性を追求する
ことで、個人投資家の皆様に自信を持ってお勧めできる製品となりました。
また、多画面（２画面・4 画面）パソコンの設置は大変お客様のご負担となることから、専門のスタッ
フによる訪問設置・設定サービス体制を整備し、ハードウェアが苦手なお客様でも手軽に導入頂ける
環境づくりを行いました。
●「外為パソコン」の特徴
(1)選べる画面数
４画面モデル、２画面モデル、Lite（１画面モデル）からお選び頂けます。また、４画面モデルに
は、最小限の設置スペースで画面配置できる、自立型モニタースタンドを採用しています。
(2)訪問設置・設定サービス
開梱、設置、配線、初期設定、動作確認までを専門スタッフがお客様宅に伺って行います。
※Lite（１画面モデル）についてはオプション（13,000 円、税抜）でご用命頂けます。
(3)外貨取引専用ソフトウェア「外貨ネクストネオ リッチアプリ版」プリインストール
高速・多機能で外貨取引上級者の方にもご満足頂いている、「外貨ネクストネオ リッチアプリ版」
を工場出荷時インストールしてお届けします。
(4)オペレーティングシステム（OS）として、Microsoft(R) Windows 8.1 Pro 64bit を搭載。
システムとしての安定性、高速性に優れた、マイクロソフト社の最新 OS を搭載。標準で複数画面に
対応し、操作性も向上しています。
(5)省スペース・スリムタワー筐体を採用。
全モデルにて、デスクサイドにも置けるスリムタワー筐体を採用。
(6)信頼の iiyama 製ワイド液晶ディスプレイ標準セット
LED バックライトを採用し省エネルギー性能に優れた 21.5 型液晶ディスプレイを採用。
(7)ロジクール製キーボード・マウスセット
わずらわしいケーブルの無い、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウスのセットを標準セット。
(8)２４時間サポート体制
弊社サポートダイヤルにてハードウェアについてのサポート（365 日）、株式会社外為どっとコム

サ

ポートセンターにて「外貨ネクストネオ リッチアプリ版」ならびにお取引全般についてのサポート
（土日を除く)を行っております。
(9)発売記念キャンペーン
2015 年１月 16 日（金）まで、
「USB メモリ（容量：16GB）
」と「外為どっとコムオリジナルマウスパ
ッド」を限定プレゼント（先着順）
。
※キャンペーン期間中でも、プレゼントがなくなり次第終了となります。

●「外為パソコン」の主な仕様
４画面モデル

製品名:PRO-Gaitame.4
モデル特徴：プロセッサー内蔵グラフィックス機能とアドオン
グラフィックスカードにより 4 画面ともに鮮明な
デジタル接続表示を採用しています。また、自立
型モニタースタンドを採用し、画面の視認性を高
めています。
販売価格 199,980 円（税別）

215,979 円（税込）

※価格には訪問設置・設定サービスが含まれております。
OS

Windows 8.1 Pro 64bit

プロセッサー

インテル(R) Core(TM) i5-4590 (4 コア/4 スレッド/3.3-3.7GHz)

マザーボード

インテル(R) B85 Express チップセット搭載

メモリ

8GB(DDR3-1600 4GB×2)

グラフィックカード

インテル(R) HD Graphics 4600(プロセッサー内蔵) + NVIDIA GeForce GTX750

HDD

1TB Serial ATA HDD

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

液晶モニタ

iiyama 製 E2280HS×4、自立型液晶モニタースタンド付属

２画面モデル

製品名:PRO-Gaitame.2
モデル特徴：複数ディスプレイが初めての場合でも圧迫感の少
ない２画面モデル。フル HD 解像度×2 の作業空
間で、操作性の高さを実感できます。
販売価格 124,980 円（税別）

134,979 円（税込）

※価格には訪問設置・設定サービスが含まれております。
OS

Windows 8.1 Pro 64bit

プロセッサー

インテル(R) Core(TM) i3-4160 (2 コア/4 スレッド/3.6GHz)

マザーボード

インテル(R) B85 Express チップセット搭載

メモリ

8GB(DDR3-1600 4GB×2)

グラフィックカード

インテル(R) HD Graphics 4400(プロセッサー内蔵)

HDD

1TB Serial ATA HDD

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

液晶モニタ

iiyama 製 E2280HS×2

Lite（１画面モデル）

製品名:PRO-Gaitame.Lite
モデル特徴：オンライントレード入門にも最適な１画面モデル。
高解像度ディスプレイ採用で１画面でも多くの
情報が表示できます。ご購入後にディスプレイ

（別売）の追加で 2 画面へのアップグレードが可能です。
販売価格 79,980（税別）

86,379 円（税込）

※Lite モデルの訪問設置・設定サービスはオプション（13,000 円、税抜）となります。
OS

Windows 8.1 Pro 64bit

プロセッサー

インテル(R) Pentium G3240 (2 コア/2 スレッド/3.1GHz)

マザーボード

インテル(R) B85 Express チップセット搭載

メモリ

8GB(DDR3-1600 4GB×2)

グラフィックカード

インテル(R) HD Graphics (プロセッサー内蔵)

HDD

500GB Serial ATA HDD

光学ドライブ

24 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

液晶モニタ

iiyama 製 E2280HS×1

掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

●「外為パソコン」製品情報ページ
パソコン工房公式通信販売サイト
メインページ URL
http://www.pc-koubou.jp/pc/gaitame.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141211p
01

PRO-Gaitame.4
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/gaitame_4_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&
utm_campaign=p141211p02
PRO-Gaitame.2
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/gaitame_2_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&
utm_campaign=p141211p03
PRO-Gaitame.Lite
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/gaitame_lite_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c
ampaign=p141211p04
「外為パソコン」は、上記通販サイトと、全国のユニットコムグループ店舗（パソコン工房、BUYMORE、
グッドウィル）にてお求めいただけます。

●株式会社外為どっとコム

について

URL: http://www.gaitame.com/
●株式会社外ユニットコム

について

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
代表者

URL :

http://www.sellmore.jp/

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、中古買取・販売

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 : order-webmaster@pc-koubou.co.jp

