
報道関係者各位                                                       株式会社ユニットコム 

プレスリリース                                                           2009 年9 月7 日 

パソコンショップ Faith でインテル® 最新 CPU 搭載のデスクトップＰＣ２機種 

Core™ i7 860 プロセッサー搭載 『INSPIRE i78600XN/DVR』 および 

 Core™ i5 750 プロセッサー搭載 『Seed i57500XN/DVR』 を販売開始！ 

 

フェイスを展開する株式会社ユニットコム（社長：大野三規、本社：大阪市浪速区）は、最新

CPU インテル®Core™i7 860 プロセッサーを搭載した『INSPIRE i78600XN/DVR』 およびイ

ンテル®Core™i5 750 プロセッサーを搭載した 『Seed i57500XN/DVR』のデスクトップ PC2

機種を 2009 年9 月8 日より同時発売致します。 

『INSPIRE i78600XN/DVR』は、インテル®Core™i7 プロセッサー Core™i7 860 を採用、グラ

フィックに NVIDIA® GeForce GTX 285を搭載することにより、最新CPU の性能を十二分に引

き出すことのできる構成となっております。マザーボードにはやはり最新のインテル®P55 

Express チップセットを搭載した ASUSTeK P7P55D を採用、ハイエンド志向のユーザーを満

足させられるハイエンド向けデスクトップ PC となります。 

 『Seed i57500XN/DVR』には、インテル®Core™ i5 750 プロセッサーを搭載。グラフィックに

は NVIDIA® GeForce 9800GT を採用し、幅広い用途に対応。最新のテクノロジーをお求めや

すく提供いたします。 

また、それぞれ初回限定で無償アップグレードの特典がございます。 

『INSPIRE i78600XN/DVR』はHDDを1TB⇒1.5TB、メモリをCorsair製 TW3X4G1333C9Aへ、

『Seed i57500XN/DVR』は HDD を 500GB⇒1TB、VGA を NVIDIA® GeForce 9800GT ⇒ 

GeForce GTS 250 へと差額なしでアップグレードとなり、非常にお買い得になっております。

いずれも自作ユーザーに定評のあるパーツ素材を採用した構成となっており、全て

BTO(Build to Order=受注後生産方式)に対応しているので、ユーザーのご要望に沿った形で

のスペック変更、上位 CPU や高速 SSD などに変更可能です。また、オペレーティングシス

テムとして Windows Vista™ Home Premium SP1 を選択可能。Windows7 への無償アップグレ

ードにも対応しておりますので、Windows7 発売後も安心してお使い頂けます。 

■INSPIRE i78600XN/DVR 

 

■Seed i57500XN/DVR 

 

 

製品名 

■INSPIRE i78600XN/DVR    標準構成価格 129,800 円（税込） 

■Seed i57500XN/DVR    標準構成価格 79,800 円（税込） 

発売開始日 2009 年9 月8 日(火)  午前0 時01 分販売開始 

記事掲載は、2009 年9 月8 日(火)  午前0 時01 分以降でお願い致します。 

【各製品の特長】 

■インテル®Core™i7 プロセッサー または インテル®Core™ i5 プロセッサー搭載 

■インテル®P55 チップセット搭載 

■DDR3 4GB (2GBx2) 搭載 

■フェイスの BTO パソコンは、PC リサイクル対応商品です。JEITA(電子情報技術産業協会)のパソコン回収システム利用の回収に対応してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【BTO 初期構成】  

■INSPIRE i78600XN/DVR 

http://www.faith-go.co.jp/pc/bto/?id=110839 

モデル名 INSPIRE i78600XN/DVR グラフィックカード NVIDIA® GeForce GTX 285 1GB 

CPU インテル® Core™i7 860 プロセッサー 

(2.8GHz/L3=8MB) 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

書き込み：±R18x/±R DL8x/+RW8x/-RW6x/RAM12x 

読み込み：DVD-ROM 16x/CD-ROM 48x チップセット インテル®P55 Express チップセット 

メモリ PC10600 DDR3 4GB 1333MHz 

(2GBx2 デュアルチャンネル) 

※初回限定Corsair TW3X4G1333C9A 

サウンド 3D Sound オンボード搭載 

キーボード/マウス 日本語キーボード、光学式マウス 

メモリスロット 4 スロット(空き 2) OS オプション(Windows Vista(SP1) 選択可能) 

ハードディスク 1TB 16MB S-ATA2 7200rpm NCQ 3Gbps 

※初回限定 1.5TB 32MB S-ATA2 7200rpm NCQ 3Gbps 

主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスク、 

保証 一年間 

 

■Seed i57500XN/DVR 

http://www.faith-go.co.jp/pc/bto/?id=110839 

モデル名 Seed i57500XN/DVR グラフィックカード NVIDIA® GeForce 9800GT 512MB 

※初回限定NVIDIA® GeForce GTS 250 512MB 

CPU インテル® Core™i5 750 プロセッサー 

(2.66GHz/L3=8MB) 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

書き込み：±R18x/±R DL8x/+RW8x/-RW6x/RAM12x 

読み込み：DVD-ROM 16x/CD-ROM 48x 

チップセット インテル®P55 Express チップセット サウンド 3D Sound オンボード搭載 

メモリ PC10600 DDR3 4GB 1333MHz 

(2GBx2 デュアルチャンネル) 

キーボード/マウス 日本語キーボード、光学式マウス 

メモリスロット 4 スロット(空き 2) OS オプション(Windows Vista(SP1) 選択可能) 

ハードディスク 500GB 16MB S-ATA2 7200rpm NCQ 3Gbps 

※初回限定 1TB 16MB S-ATA2 7200rpm NCQ 3Gbps 

主な付属品 マニュアル、保証書、ドライバーディスク、 

保証 一年間 

 

【会社概要】 

社名 株式会社ユニットコム 

運営ショップ名 フェイス URL : http://www.faith-go.co.jp/ 

資本金 750,315,033 円 

代表者 代表取締役 大野 三規 

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 

【Core i5 発売記念セール URL】 

http://www.faith-go.co.jp/special_campaign/corei5/ 

《本リリース及び製品に関するお問い合わせ先》 

株式会社ユニットコム フェイス事業部 

Tel : 03-5846-5732/ Fax : 03-5846-5734  E-mail : miyamori@faith-go.co.jp 

 

http://www.faith-go.co.jp/

