2018 年 12 月 20 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC、
「SENSE∞（センス インフィニティ）
」より
『 スマホ 3D アプリ開発 』おすすめパソコンを発売！
～「 CGWORLD×ELSA×SENSE∞ 」コラボレーションモデル～

※画像はイメージです。※モニターは別売りです。

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、
「iiyama PC」ブランド「SENSE∞(センス インフィニティ)」より、スマホ 3D アプリ開
発おすすめパソコン「CGWORLD×ELSA×SENSE∞」コラボレーションモデルの販売を開始いたしました。
■ スマホ 3D アプリ開発おすすめパソコンとは
様々な 3DCG 制作を行なう MUGENUP の小林 良平氏に監修いただき、
「スマートフォン向けの 3D ゲーム
等に使用されるローポリの 3D キャラクターや背景のモデリングにおすすめのスペックを低予算で実現
できるパソコン」をテーマとして、最適なスペックのパソコンを開発しました。
■ スマホ 3D アプリ開発おすすめパソコン ラインナップ
【スタンダードモデル】
6 コア 6 スレッドの「インテル® Core™ i5-8400」と「NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB」を搭載しま
した。バランスの良い構成でミドルタワー筐体を採用しており、オプションにて HDD を追加いただく
ことで作品データの保存容量を十二分に確保いただける、高い拡張性を有したモデルです。
【ノートモデル】
6 コア 12 スレッドの「インテル® Core™ i7-8750H」と「NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB」を搭載し、
15.6 型のフル HD(1920×1080 ドット)液晶を採用しております。快適で慣れ親しんだ作業環境を外出先
に持ち出したいというニーズにお応えしたモデルです。
◇ スマホ 3D アプリ開発おすすめパソコン 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/cmg_3dapp.php?utm_source=pr&utm_medium=p181220_3&utm_campaign=p01

■ 株式会社 MUGENUP 小林 良平氏のインタビューも公開！
株式会社 MUGENUP は様々な用途に合わせた最適なクリエイティブの対応できる制作会社で、クリエイ
ターへの情報発信や、在宅アーティストとのタッグを組んでの制作・派遣・紹介も行っています。
今回はそのノウハウを活かしスマホ 3D アプリ開発おすすめパソコンの検証にご協力いただき、小林
氏のワークフローにも耐えうる最適なスペックを導き出しました。
◇ 株式会社 MUGENUP 小林 良平氏のインタビュー
https://www.pc-koubou.jp/pc/sense_infinity_3dapp_interview.php?utm_source=pr&utm_medium=p181220_3&utm_campaign=p02

■ クリエイターの可能性を∞(無限大)に広げる「 CG・MOVIE GARAGE 」
3DCG 制作や動画編集などを快適に行えるパソコンを追求すべく、CG・映像専門メディア「CGWORLD」
と GeForce®グラフィックスカードで名高い「ELSA」
。そしてクリエイター向け PC「SENSE∞ by
iiyama」がタッグを結成！CG・MOVIE GARAGE は、これから 3DCG 制作、動画編集をはじめる初心者か
らプロユーザーまで、さまざまなクリエイターの可能性を∞(無限大)に広げます！
◇ 「CG・MOVIE GARAGE」シリーズラインナップはこちら
https://www.pc-koubou.jp/pc/aex.php#sense_cmg?utm_source=pr&utm_medium=p181220_3&utm_campaign=p03

◇ CG・映像の専門情報サイト「CGWORLD」はこちら
http://cgworld.jp
【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

●製品名 ：SENSE-R039-i5-RNJS-CMG [CG MOVIE GARAGE]
販売価格 ：109,980 円～（税別）/ 118,778 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=661956&utm_source=pr&utm_medium=p181220_3&utm_campaign=p04

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i5-8400

チップセット

インテル® Z390 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 8GB×1(計 8GB)

SSD

240GB / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5

電源

500W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名：SENSE-15FX095-i7-RNSS-CMG [CG MOVIE GARAGE]
販売価格：129,980 円～（税別）/ 140,378 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=661940&utm_source=pr&utm_medium=p181220_3&utm_campaign=p05

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

液晶

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

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8750H

チップセット

インテル® HM370 チップセット

メモリ

DDR4-2400 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

240GB / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 2×2 Dual Band Wi-Fi + Bluetooth 5.0

【 SENSE∞ (センス インフィニティ)とは 】
クリエイター向けパソコン「SENSE∞（センス インフィニティ）
」は、より快適に・より安心して画
像や動画の編集作業が行えるように、制作現場やソフトウェア・ハードウェアメーカーとの連携によ
る、確かなリサーチをバックボーンにモデル構成を企画しています。
クリエイターパソコン
https://www.pc-koubou.jp/pc/aex.php

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
https://www.pc-koubou.jp/
※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
※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 :

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

グッドウィル

URL :

https://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

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

