2014 年 12 月 17 日
株式会社

ユニットコム

迷彩柄を大胆にも天板へプリントした、
15.6 型「カモフラノート」パソコンを 3 種類の柄で発売開始！

※実物の色と商品画像は、お客様のご使用のモニターやブラウザなどの環境により、実物と異なる場
合がございます。
※画像はイメージですので予めご了承ください。

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 Web サイト
で、ファッションでも人気の迷彩・カモフラ柄を大胆にもノートパソコンの天板へプリントした『カ
モフラノート』を 3 パターンの柄×3 種類のグレードの合計 9 機種で販売を開始しました。
プリント柄は、迷彩模様の代名詞『ウッドランドカモ』をはじめ、都市型迷彩をベースにしたドット
デザインの『デジカモ』
、茶色を基調とした砂漠用ドットデザインの『デザートデジカモ』の 3 パター
ンでご用意しています。インパクトのある迷彩柄はミリタリー感溢れる本格派。都会で生きる、タフ
なイメージを纏ったパソコンを手に、人とは違う個性を持ち歩くことができます。
パソコンのグレードは『スタンダード』、
『ミドルスペック』、
『ハイスペック』の 3 種類となります。
『スタンダード』
15.6 型 HD 液晶 / OS:Windows 8.1 Update / プロセッサー：Pentium 3560M / HDD：500GB / メモリ：
4GB /グラフィック：GeForce 840M
『ミドルスペック』
15.6 型 フル HD 液晶 / OS:Windows 8.1 Update / プロセッサー：Core i5-4210M / HDD：1TB / メモ
リ：8GB /グラフィック：GeForce GTX 850M
『ハイスペック』
15.6 型 フル HD 液晶 / OS:Windows 8.1 Update / プロセッサー：Core i7-4710MQ / SSD：240GB / メ
モリ：8GB /グラフィック：GeForce GTX 850M

□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/camouflage_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141
217p01

製品名:カモフラノート

スタンダードモデル

販売価格：
99,987 円（税込）
ウッドランドカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1177988.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p02
デジカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178062.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p05
デザートデジカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178065.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p08

【スタンダードモデル仕様（3 柄共通）
】
OS

Windows 8.1 Update (64 ビット)

プロセッサー

インテル(R) Pentium 3560M プロセッサー

マザーボード

インテル(R) HM86 Express チップセット

メモリ

DDR3 4GB×1 (計 4GB)

グラフィックカード

NVIDIA(R) GeForce 840M 2GB

HDD

500GB 2.5 インチ Serial-ATA HDD

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

電源

AC アダプターまたはリチウムイオンバッテリー

液晶

15.6 インチ HD (1366×768 ドット)光沢タイプ 液晶

製品名: カモフラノート

ミドルスペックモデル

販売価格：
129,579 円（税込）
ウッドランドカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178058.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p03
デジカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178063.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p06
デザートデジカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178066.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p09
【ミドルスペックモデル仕様（3 柄共通）
】
OS

Windows 8.1 Update (64 ビット)

プロセッサー

インテル(R) Core i5-4210M プロセッサー

マザーボード

インテル(R) HM86 Express チップセット

メモリ

DDR3 4GB×2 (計 8GB)

グラフィックカード

NVIDIA(R) GeForce GTX 850M 2GB

HDD

1TB 2.5 インチ Serial-ATA HDD

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

電源

AC アダプターまたはリチウムイオンバッテリー

液晶

15.6 インチ Full-HD (1920×1080 ドット) 光沢タイプ 液晶

製品名: カモフラノート
販売価格 ：
145,779 円（税込）

ハイスペックモデル

ウッドランドカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178061.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p04
デジカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178064.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p07
デザートデジカモ
http://www.pc-koubou.jp/goods/1178067.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14121
7p10
【ハイスペックモデル仕様（3 柄共通）
】
OS

Windows 8.1 Update (64 ビット)

プロセッサー

インテル(R) Core i7-4710MQ プロセッサー

マザーボード

インテル(R) HM86 Express チップセット

メモリ

DDR3 4GB×2 (計 8GB)

グラフィックカード

NVIDIA(R) GeForce GTX 850M 2GB

SSD

240GB SSD

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

電源

AC アダプターまたはリチウムイオンバッテリー

液晶

15.6 インチ Full-HD (1920×1080 ドット) 光沢タイプ 液晶

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。

【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、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
Tel

Web マーケティング営業 G

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

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

