2015 年 3 月 27 日

株式会社

ユニットコム

話題のスティック PC にニューフェイス
iiyama PC「Picoretta(ピコレッタ)」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、信頼の JAPAN QUALITY
「 iiyama PC 」ブランドより、Windows 8.1 を搭載したポケットに入れて持ち運べる小型のスティック PC
「Picoretta（ピコレッタ）
」を発売開始致します。

「スティック PC」は、手のひらサイズで持ち運びができ、テレビや液晶モニターに繋げるだけでパソコンとし
て使える、超小型パソコンの新たなジャンルとして急速に注目を集めています。

この度発売する「Picoretta」は、パソコンの諸機能を手のひらサイズの本体に収めた、iiyama PC のスティッ
ク PC です。家庭用の液晶テレビやパソコン用液晶モニターに広く備わっている、HDMI 入力端子に本機を差し
込むだけで、テレビや液晶モニターが簡単にパソコンに早変わりします。

また、
「Picoretta」では、通常のパソコンと全く同じ操作で使用できるよう、OS（オペレーティングシステム）
にマイクロソフト社の Windows 8.1 を搭載しているため、既存のパソコンとのデータ連携においても利便性が
高くなっております。

個人用の手軽なパソコンとしてだけでなく、リビングのテレビでインターネット動画をご家族で鑑賞したり、
ネットショッピングを楽しんだり、ビジネスの出張先で仕事の続きや大画面でのプレゼンを行ったりなど、
「Picoretta」で新たなパソコンライフが広がることが期待できます。

【新製品の主なスペック】

発売場所：パソコン工房 WEB 通販サイト
全国のパソコン工房店舗・グッドウィル店舗・バイモア店舗・ツートップ店舗
全国の法人営業窓口

発売開始予定日時：2015 年 3 月 28 日（土）
※パソコン工房 WEB 通販サイト（下記）では 3 月 27 日（金）16：00 より先行発売を予定しております。

□「Picoretta」製品ページ：
http://www.pc-koubou.jp/pc/picoretta.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150327p01

【Picoretta の特長】
■ポケットに入る Windows PC
HDMI 入力端子に差し込むことにより、テレビやモニター
で最新の Windows 8.1 を使用することが可能です。
「液晶
テレビやモニターの周りには空きスペースが無い」とい
う場合でも、ポケットに入る超小型の「Picoretta」なら
問題ございません。また、付属の HDMI ケーブルを使用す
れば、置き場所の自由度もさらにアップします。もちろ
ん超小型なので、持ち運びにも最適です。外出先のテレ
ビやモニターをパソコンとして使用したい時には Picoretta を差し込むだけで Windows 8.1 搭載パソコンとし
て利用可能です。

■音が静かなファンレス設計と省電力
ヒートシンクを採用したファンレス設計により、静音性
を高めました。
「テレビに Picoretta を差し込んで動画・
音楽鑑賞」という場合でも、ファンの音を気にせずにお
楽しみいただけます。
また、高い処理性能と低消費電力の両立を実現し、タブ
レット型パソコンなどでも広く採用実績のあるインテル
® Atom™ プロセッサー Z3735F を採用。クアッドコアプ
ロセッサーにより、動画・音楽鑑賞やインターネット閲覧がより快適、スムーズに行えます。

■USB2.0 ポートとマルチカードリーダー搭載
フルサイズ USB ポートとカードリーダーを搭載しております。
本体脇にフルサイズ USB ポートを搭載しており、
普段お使いの USB 機器がそのまま接続できます。また、microSD カードリーダー搭載により、内蔵ストレージ
（32GB）と同等以上の容量を追加可能です。容量を心配することなく、デジタルカメラで撮影した写真・動画
等をフォトフレームのように閲覧して楽しむことも出来ます。
※Micro-USB は給電用となります。

■ワイヤレス接続
内蔵の無線 LAN(WiFi)機能は IEEE802.11b/g/n 規格に対応し、家庭の無線 LAN や公衆アクセスポイントとの接
続が可能です。さらに、利便性の高い Bluetooth® v4.0 機能も内蔵しており、同機能対応のワイヤレススピー
カー、キーボード、マウス等を接続することができます。

情報解禁日時：2015 年

3 月 27 日（金）

12：00

□パソコン工房店舗一覧
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/shop_map/shop_map.php
□グッドウィル店舗一覧
http://www.goodwill.jp/contents/map.php
□バイモア店舗一覧
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
□ツートップ店舗一覧
http://shopinfo.twotop.co.jp/
□法人営業所一覧
http://www.pc-koubou.jp/business/business_network.php
□パソコン工房

ホームページ

http://www.pc-koubou.jp/

●製品名：
Picoretta [Windows 8.1 with Bing]
発売価格 18,334 円（税別）
19,800 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/picoretta.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150327p02

(パソコン工房インターネット通販サイトでお求め頂くと、送料無料でお届けいたします。)

【製品写真】

【構成】
OS

Windows 8.1 with Bing 32 ビット

プロセッサー

インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F

メモリ

2GB DDR3L

ストレージ

32GB eMMC

グラフィック

インテル® HD グラフィックス

外部出力端子

USB 2.0×1、Micro USB 2.0×1(電源用)、HDMI×1

カードリーダー

microSD(SDXC 対応）

無線 LAN

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth®

Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

主な付属品

USB-AC アダプター / 電源供給用 USB ケーブル / HDMI 延長ケーブル / ス
テップガイド・保証書

電源

10W (5V/2A) AC100V (50Hz/60Hz)

サイズ

幅 125mm × 奥行 38mm × 高さ 14mm(HDMI端子キャップ装着時)
幅 119mm × 奥行 38mm × 高さ 14mm(HDMI 端子キャップ取り外し時)

本体重量

約

70g

カラー

ピュアホワイト

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発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

iiyama PC、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の発売
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 販促企画部
Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9012
E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp

