2015 年 11 月 9 日
株式会社

ユニットコム

「のんのんびより りぴーと」
ビジュアライズノートパソコン・タブレットが新登場！
～ 各キャラクターの壁紙や録りおろし音声を多数収録！ ～

※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、株式会社アニマックスブ
ロードキャスト・ジャパン（代表取締役社長：滝山正夫、本社：東京都港区）と共同開発した、株式
会社 KADOKAWA「のんのんびより」原作の TV アニメーション「のんのんびより りぴーと」のビジュア
ライズノート・タブレットの販売を開始いたしました。
同作品キャラクター4 人のキュートなイラストを天板に高画質プリント！さらに 4 人の録りおろし個
別音声テーマが付属！
宮内れんげ(CV.小岩井ことり)、一条蛍（CV.村川梨衣）、越谷夏海（CV.佐倉綾音）、越谷小鞠（CV.阿
澄佳奈）がパソコン・タブレットを楽しいセリフで盛り上げます。

また専用壁紙を多数収録！ほのぼの田舎ライフコメディを過ごす 4 人をお楽しみください。
全モデルに Windows 8.1 搭載しており豊富な Windows アプリケーションやゲーム、フラッシュ対応ブ
ラウザゲームにも対応しています。
ノートモデルは、15.6 インチフル HD 液晶で、ブルーレイ 再生/書き込み対応ドライブを採用！NVIDIA®
GeForce® GTX™ 950M を搭載しているので 3D オンラインゲームも快適に動作します。
【特 長】
■天板にイラストを高画質にプリント
■デスクトップテーマには録りおろし音声による専用テーマを収録
■各キャラクターの魅力いっぱいの壁紙を多数収録
■専用カラーカートンケース付属

●「のんのんびより りぴーと」ビジュアライズノート PC・タブレット 販売ページ
http://www.pc-koubou.jp/pc/visualize_nonnonbiyori.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp
aign=p151109p01
「のんのんびより りぴーと」 ビジュアライズノート・タブレット

OS

8 インチタブレット

スタンダードモデル

Windows 8.1 Update

Windows 8.1 Update 64 ビット

製品/スペック

ハイスペックモデル

プレミアムモデル

32 ビット
CPU

Intel® Atom™ Z3735F

Intel® Core™ i3-4100M

Intel® Core™ i7-4710MQ

Intel® Core™ i7-4910MQ

ビデオ

Intel® HD Graphics

NVIDIA® GeForce® GTX™ 950M 2GB

メモリ

2GB DDR3L

8GB DDR3

8GB DDR3

16GB DDR3

記憶媒体

32GB (eMMC)

1TB HDD

240GB SSD

512GB SSD

光学ドライブ

光学ドライブなし

読み書き対応 Blu-ray(DVD 読み書き)ドライブ

価 格

46,000 円（税別）

148,000 円（税別）

カード

169,980 円（税別）

277,777 円（税別）

※現在予約受付中となり、初回出荷は 2016 年 1 月中旬を予定しています。
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「コラボ工房」は、「新しい物を創りだすのは、いつも柔軟な発想力から。
」がテーマ。
様々な企業様や著名人とコラボレーションすることにより、新しい・面白いパソコンを創りだしてい
ます。企業・著名人の方々がお持ちの確かな知識・技術とパソコン工房が今まで培ってきたノウハウ
をクロスオーバーし、柔軟な発想を元にみなさんの「あったらいいな」を「かたち」にしていきます。
●コラボ工房
http://www.pc-koubou.jp/pc/collabo.php

●「のんのんびより りぴーと」公式サイト
http://nonnontv.com/
●販売サイト
パソコン工房インターネット通販
http://www.pc-koubou.jp/pc/visualize_nonnonbiyori.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp
aign=p151109p01
アニマックスショップ
http://shop.animax.co.jp/

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。
パソコン工房ホームページ
http://www.pc-koubou.jp
文中の社名、製品名等は、各社の商標または登録商標である場合があります。
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

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

