2018 年 7 月 30 日
株式会社 ユニットコム

この夏は親子でプログラミングを楽しもう！
簡単にプログラミングを学習できる「micro:bit」を同梱した
初めての PC に最適な『My first PC』ノートを 29,980 円(税別)にて発売！
夏の自由研究発表！コンテストも同時開催！

※画像はイメージです。

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、簡単にプログラミ
ングを学習できる「micro:bit」を同梱した、初めての PC にも最適な『My first PC』ノートパソ
コンを 8/3(金)より 29,980 円(税別)にて発売いたします。
■初めての PC としても最適な『My first PC』BTO ノートパソコン
・お子様の初めての PC として最適な使いやすい 15.6 型ノートパソコン
演算能力やグラフィックス性能、消費電力のバランスに優れたクアッドコア CPU「インテル
®Celeron N3450」を搭載しました。メインドライブには SSD(Solid State Drive)を搭載し OS や
アプリケーションの起動や動作がスムーズになります。価格を抑えつつも 100 万画素カメラや無
線 LAN、USB 端子、HDMI 出力端子を備えるなど「My first PC」におすすめの一台となっておりま
す。

●製品名：STYLE-15HP012-C-CES-EMP [Windows 10 Home]
販売価格：29,980 円～（税別） / 32,378 円～（税込）
OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Celeron® N3450

チップセット

インテル® CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 SO-DIMM 4GB×1(計 4GB)

SSD

120GB Serial-ATA SSD

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 500(CPU 統合グラフィックス)

モニタ

15.6 型 HD(1366×768 ドット)対応 非光沢カラー液晶

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth 4.2

・簡単にプログラミングを学習できる「micro:bit」を同梱
「micro:bit」とは、BBC(英国放送協会)が教育用マイコンボードとして開発したプログラミング
が簡単に楽しめる小さなコンピューターです。USB 接続でパソコンと接続し、マイクロソフト社
が提供する「MakeCode」という学習ツールでプログラミングができます。
micro:bit には、温度センサーや光センサー、加速度センサー、コンパスといったセンサーが埋
め込まれており、暗くなったら LED を光らせるというようにプログラミングした結果を体感でき
ます。そのため、お子様のプログラミング学習に最適です。また、MakeCode はビジュアルプログ
ラミングと JavaScript によるテキストコーディングを簡単に切り替えられるので、もっと本格的
に勉強したいというお子様の希望にもお応えできます。
micro:bit
URL : http://microbit.org/ja/
・パソコン工房の「My first PC」ご購入者限定 「夏の自由研究発表！コンテスト」を開催
パソコン工房 Web にて「夏の自由研究発表！コンテスト」を開催いたします。
対象パソコンと「MakeCode」で作成した「micro:bit」で動作するプログラムを応募いただくこと
で、
最優秀賞には最大 2 万円相当のパソコン工房 Web にて利用できるポイントを贈呈いたします。
その他にも努力賞や審査員特別賞など多数の表彰をご用意致します。お子様の自由研究にも最適
です！詳しくは下記キャンペーン URL にてご参加下さい。
キャンペーン URL ： https://www.pc-koubou.jp/pc/my_first_pc.php

■『My first PC』ノートパソコン発売記念！ 店舗限定プレゼントキャンペーン！
パソコン工房、グッドウィル 店舗限定にて 対象 PC 購入者に「micro:bit」をプレゼント
今回、パソコン工房 Web での『My first PC』ノートパソコン発売を記念し、8/3(金)より 店舗限
定 数量限定にて対象ノートパソコン 2 機種のいずれかをご購入頂きましたお客様へ先着 6 名様に
「micro:bit」をプレゼント！

プレゼントを受けた方は同時に「夏の自由研究発表！コンテスト」の応募対象者にもなります。
※プレゼント景品「micro:bit」は各店のキャンペーン予定数が無くなり次第終了となります。
・キャンペーン実施店舗（13 店舗）
パソコン工房 秋葉原 イイヤマストア
パソコン工房 グッドウィル ＥＤＭ館
パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店
パソコン工房 大阪日本橋店
パソコン工房 加古川店
パソコン工房 枚方店
パソコン工房 旭川店
パソコン工房 神戸西店
パソコン工房 山形店
パソコン工房 大津店
パソコン工房 伊丹店
パソコン工房 長崎店
パソコン工房 熊本店
※商品の運送状況により、キャンペーンの実施が遅れる場合がございます
・店舗限定「micro:bit」プレゼントキャンペーン 購入対象パソコン 2 機種

●対象パソコン： STYLE-15FH012-C-CEXM[Windows 10 Home]
販売価格：39,980 円～（税別）/43,178 円～（税込）
OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Celeron® N3450

チップセット

インテル® CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 SO-DIMM 4GB×1(計 4GB)

M.2 SSD

128GB M.2 SSD / Serial-ATA 接続

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 500(CPU 統合グラフィックス)

モニタ

15.6 型 フル HD(1920×1080 ドット)対応 非光沢カラー液晶

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth 4.2

●対象パソコン： STYLE-15FH012-C-CEXM Office SET [Windows 10 Home]
販売価格：59,980 円～（税別）/64,778 円～（税込）
OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Celeron® N3450

チップセット

インテル® CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 SO-DIMM 4GB×1(計 4GB)

M.2 SSD

128GB M.2 SSD / Serial-ATA 接続

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 500(CPU 統合グラフィックス)

モニタ

15.6 型 フル HD(1920×1080 ドット)対応 非光沢カラー液晶

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth 4.2

※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。
【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

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

