2017 年 7 月 21 日
株式会社

ユニットコム

パソコン工房 “少し先の未来に出逢えるアキバスポット”
『パソコン工房 AKIBA STARTUP』を 7 月 28 日（金）いよいよオープン！

パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大
阪市浪速区）は、秋葉原の新たな情報発信スポットとして、
『パソコン工房 AKIBA STARTUP』を 7 月 28
日（金）より展開いたします。
『パソコン工房 AKIBA STARTUP』は、「少し先の未来に出逢えるアキバスポット」をテーマとして、
VR をはじめ、最新の IoT 機器や、クラウドファンディングで製品化を進めている新製品、製品化を達
成した製品など、最先端の IT 関連製品を「見て・触れて・体感」することが可能なスポットです。

『パソコン工房 AKIBA STARTUP』外観

掲載写真等はイメージとなります。

多数の最新製品の展示・体感スペース

スタッフによるわかりやすいデモ・製品説明

『パソコン工房 AKIBA STARTUP』は出展社の注目製品とお客様との接点を創り、少し先の未来への架
け橋となるよう様々な製品を取り扱ってまいります。
また、出展製品は順次入れ替えをおこないます。
最新の取扱情報は、『パソコン工房 AKIBA STARTUP』ホームページ等にて公開いたします。
□パソコン工房 AKIBA STARTUP ホームページ（本日より公開！）
出展商品情報および、週末イベント開催情報も順次公開致します。
https://www.pc-koubou.jp/akiba_startup/

■出展社

取扱予定製品情報 （一例）

■期間限定公開！VR 連動モーションベースでドラゴンに乗って飛び回ろう！「Gliding to the Moon」
出展社：株式会社クレッセント
製品名：体験型モーションベース飛行VRコンテンツ
「Gliding to the Moon」
製品概要：台湾JPW社の小型でVRに最適化されたモ
ーションベース。ドラゴンに乗って仮想の街を飛び
回るコンテンツに合わせてモーションベースが動
くことで、より高い没入感を体感頂けます。
※展示期間は7月30日（日）までの予定となります。

■常設展示として日本初！

4K 対応ドーム型スクリーンを体験しよう！
出展社：株式会社 エルザ ジャパン
製品名：ELSA ドームスクリーン
製品概要：視界全てを覆う臨場感溢れる曲面スクリ
ーン。プロジェクターからの映像を独自の形状に湾
曲させた高反射率のスクリーンへ投影させること
で VR 体験を複数人数で同時に共有可能な、今まで
に無い新しいカタチのシステムです。広大な風景や
宇宙空間など広がりのある映像はもちろん、室内映
像やゲームなどにも応用可能。臨場感溢れる広視野
な映像出力を実現。

■クラウドファンディング 1 億円突破！

ハイレゾ級骨伝導 CLIP 型イヤホンを体験しよう！
出展社：GREEN FUNDING
製品名：EarsOpen（EO)
製品概要：世界初、ハイレゾ級骨伝導 CLIP 型イヤ
ホン。EarsOpen (イヤーズオープン）は骨を通じて
音を聴く事で、耳を塞がない(鼓膜を使わない) 骨
伝導イヤホンです。

■コンパクトな 3D プリンター「ダヴィンチ miniMaker」で手軽に 3D プリンティングをしよう！
出展社：XYZプリンティングジャパン株式会社
製品名：ダヴィンチ miniMaker
製品概要：ダヴィンチ miniMakerは現在発売されて
いるほとんどのデスクトップ型3Dプリンターより
も小さく、8kgという重さにもかかわらず、最大印
刷サイズは15x15x15cm。明るく躍動感ある外観は、
小さいけれど心強いパートナーになること間違い
なし。誰もが手頃に購入できる価格を実現。
常時印刷実演も開催予定。
ダヴィンチ 3Dペン・スターターキットも展示致し
ます

■一般展示・即売日本初！アクティブノイズキャンセル搭載耳栓「QuietOn（クワイエットオン）
」
出展社：QuietOn Ltd.
製品名：QuietOn（クワイエットオン）
製品概要：
「QuietOn」は、通常の耳栓ではブロック
しきれない騒音を、アクティブノイズキャンセル機
能を利用して減少させる次世代の耳栓です！アク
ティブノイズキャンセルは、特に低周波騒音と呼ば
れる飛行機のエンジン音、交通騒音、室内のエアコ
ン音などを減少させることに効果的です。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があり
ます。
■けん玉+IoT！

テクノロジーを駆使して進化したけん玉「電玉」で対戦プレイを楽しもう！
出展社：ASCII STARTUP
製品名：電玉 SAO EDITION
製品概要：「SAO Future Lab」商品としてアスキー
ストアで予約受付中、人気アニメ『ソードアート・
オンライン』とコラボした限定カラーの電玉！

ス

マートフォンと接続して、対戦やクエスト攻略、ア
バターの育成、チャットなどができる未来のおもち
ゃ。けん玉技に合わせて、キリト役・松岡禎丞さん
録り下ろしボイスでのソードスキルも発動しま
す！
※展示は現在発売中の「電玉」となります。

■その他

出展企業および製品

きびだんご株式会社
世界のクラウドファンディングから選りすぐりの
製品展示を行います。
株式会社ソリッド

日本人による日本人のための
ゲーミングデバイスブランド

CTJ 株式会社

DHARMAPOINT

ポータブル・バッテリで動作可能な
小型スマートプロジェクター

KERUO

L7

盗難防止、防水、USB ポートでの充電など、多種多
様な 19 の機能を搭載
FRONTIER TRADE

バックパック

UDEE

「ノート×モバイルバッテリー×USB メモリー」の
新発想！多機能ノート「ELENOA（エレノア）
」！
真空断熱 4WAY ボトル「Golchi」

SJCAM JAPAN
アルミニウムボディを採用し超軽量 80g を実現
ウェアラブルカメラ
信禎貿易株式会社(SHINJUNG TRADE CO., LTD)

SJ7 STAR

木の温もりを感じさせる北欧風マルチスタンド
WOODY
スタイリッシュかつ機能的。
新感覚のマルチマウスパッド

株式会社リンクスインターナショナル

POKEY

手のひらサイズのデスクトップパソコン
LIVA Z (N4200)
Windows 10 Home を搭載した
10.1 型 2-in-1 タブレット

株式会社アイティプロテック

TE10EA3

次世代型ポータブル SSD 128GB
「BIWIN 製 P10」
ネットワーク機能搭載メディアプレーヤー
「MediaWaveHDPro」

ティーピーリンクジャパン株式会社
総合ネットワークセキュリティ搭載
TP-Link

Deco M5

クラウドファンディング各社様・メディア様の出展商品も展示を行います。
株式会社ワンモア

きびだんご株式会社

ASCII STARTUP

※上記 出展社、取扱製品情報は、2017 年 7 月 21 日時点の一部となります。
パソコン工房は『パソコン工房 AKIBA STARTUP』を中心に、製品やサービスを通して、お客様に楽し
んでいただける便利な IT ライフのご提案をさせて頂きます。是非、今後の続報にご期待下さい。

リリース掲載解禁日：2017/07/21（金）

12:00～

【店舗情報】
店舗名

：

パソコン工房 AKIBA STARTUP

郵便番号

：

101-0021

住所

：

東京都千代田区外神田 3-13-3 TK 西館 1 階

電話番号

：

03-5289-3230

e-mail

:

akibastartup@pc-koubou.co.jp

営業時間

：

11:00～20:00

定休日

：

毎週水曜日

特設サイト：

/

FAX： 03-5289-3236

https://www.pc-koubou.jp/akiba_startup/

【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 :

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

グッドウィル

URL :

http://www.goodwill.jp/

セルモア

URL :

http://www.sellmore.jp/

代表者

代表取締役 端田 泰三

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 （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、データ復旧サービス、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

プロモーション部

Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9012
E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp

