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

プレスリリース                                                                 2012 年2 月29 日 

『Another』 がビジュアライズノートで新登場！ 

綾辻行人原作、いとうのうぢキャラクター原案 学園ミステリ&ホラーが 

ネットブックで蘇る。 

全国でパソコン工房・TWOTOP・Faith を展開する株式会社ユニットコム（社長：大野三規、本

社：大阪市浪速区日本橋）は、現在TVアニメが好評放映中の『Another』のビジュアライズノート

を発売致します。パソコン工房、TWOTOP、Faith 通信販売ならび全国の店舗にて順次受注を

開始いたします。 

 

天板にはいとうのいぢ原案の見崎鳴を高画質でプリント！ 

壁紙には暗いイメージのイラストからコミカルな2等身キャラまで多くのイラストを使用、見崎鳴

の魅力の詰まった 10 種類以上を用意。 

音声によるデスクトップテーマをプリンインストールしており、ミサキメイ（いないもの）Ver.と見

崎鳴Ver./（CV：高森奈津美）の 2 種類のデスクトップテーマをプリインストールしております。 

収録音声はパソコンの為に収録したすべて録り下ろしの音声を収録！ 

作品の魅力を余すところなく再現した必見のコレクターアイテムとなります。 

 

CPU にはインテル® Atom™ プロセッサー搭載しモバイルユースでは十分な処理能力を発揮し

ます。 

HDD も大容量500GB を搭載。多くの画像や音楽データを保存可能です。 

オフィスソフトとして表計算やワープロ機能を搭載したキングソフトオフィス 2012 が付属してお

ります。 

 

©2012綾辻行人・角川書店／｢Another｣製作委員会 

 

ネットブック商品見本 

 

※画像はイメージです。実際の色合い、形状

などは多少異なる場合が御座います。 

製品名 

■『Another』 ネットブック 

Windows® 7 HomePremium 32bit 正規版プリインストール 59，800 円(税込) 

 

受注期間   2012 年2 月29 日（水） 

出荷予定   2012 年4 月中旬出荷予定 

掲載希望日  2012 年2 月29 日（水）以降 

【特長】 

■天板にはいとうのいぢ原案の見崎鳴のオリジナルデザイン画像 

■音声はすべて録り下ろし！2 種類のデスクトップテーマを収録。見崎鳴（CV：高森奈津美） 

■壁紙は数多くのイラストを使用した 10 種類以上収録 

■モバイル用途では十分な大容量500GB ハードディスクを搭載 

■表計算やワープロ機能搭載のキングソフトオフィス 2012 をプリインストール 

■Windows® 7 HomePremium SP-1 正規版 プリインストール 
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【収録音声】 

  ミサキメイ（いないもの） 見崎鳴 

Windows の終了 終了ね。もう私には近づかない方がいいよ。 じ

ゃあね。 

Windows 終了よ、これは家族にも知らせちゃいけ

ない決まりよ。 

Windows テーマの変更 

どうして？ 大丈夫なの、これ？ このテーマに

して・・・。 私はメイ・・・ミサキ メイ 

テーマ変更ね、見崎鳴よ。いらっしゃい、どう？

いないものになった感想は。 

Windows ログオフ 

ログオフね。 気を付けて、ここで私にあったこと

人に話さない方がいいよ。 
ログオフよ、また明日ここで逢いましょ。 

Windows ログオン ログオンしたの・・・何も知らないのね、気を付け

た方がいい。もう始まってるかもしれない。 
お帰りなさい、本当に戻ってきたのね。 

システムエラー エラーだわ。 エラーだわ、どうしたらいいかしら。 

システム通知 システム通知よ、これは絶対に守ってね。 お読みください。 

デバイスの切断 

デバイス切断したわ、これで大丈夫かはわから

ないわ。 
外れたようね。 

デバイスの接続 

デバイスの接続ね、どう？何か吸い取られていく

感じがしない？ 
何かが繋がったわ、 

デバイスの接続の失敗 デバイス接続の失敗・・・やっぱりあるみたい・・・

百パーセント確実に・・・。 

デバイス接続失敗・・・駄目だったみたいね〈いな

いもの〉を増やしてみても。 

バッテリ低下アラーム バッテリー低下よ、気を付けて。 バッテリーが危ないわ、早く充電して。 

バッテリ切れアラーム 
バッテリー切れ・・・やっぱり始まってしまった。 

バッテリー切れ・・・、残念ね、充電して戻ってき

て。 

プログラムエラー プログラムエラーね。 困ったわね、千曳先生に相談する？ 

メッセージ（情報） メッセージがあるわ。 情報よ、サカキバラくんわかる？ 

メッセージ（警告） 警告よ、忠告は守った方がいい。 そ・・・そんな・・・警告！？ 

一般の警告音 どうして？ 警告だわ。 

印刷完了 
印刷完了よ、よく見ておくことね。 

印刷完了よ、みんなにも同じように見えているの

かしら。 

新着メールの通知 
メールだわ、何かが起きているのかも。 

メールね。嫌な機械・・・そんなに人とつながる必

要ないのに。 

ごみ箱を空にする ゴミ箱が空に・・・。 これで片付いたわ。 

ポップアップウィンドウのブ

ロック 
ポップアップブロックよ ポップアップブロック・・・なんか嫌な響きね。 

情報バー どうするの？ どうすればいいと思う？ 
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【スペック】  

製品名 『Another』 ネットブックモデル 

OS Windows® 7 HomePremium 32 ビット 正規版 

CPU インテル® Atom™ プロセッサー N470（HT テクノロジー対応） 

CPU 周波数 1.86GHz 

チップセット インテル® NM10 Express チップセット 

メインメモリ 2GB（DDR2 SDRAM） 

グラフィック・アクセラレーター インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 

液晶モニター 10.1 型ワイド 

解像度 1024x600 ドット 

ハードディスクドライブ 500GB HDD  SATA 

光学ドライブ － 

オーディオ機能 High Definition Audio コーデック 

LAN 100Base-TX/10Base-T 

無線LAN  IEEE 802.11n、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 

メモリースロット SD/SDHC/MMC/MS Pro/MS メモリーカード対応 

Web カメラ 30 万画素Web カメラ 

映像出力 外部ディスプレイ端子（アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン） 

オーディオ マイク端子（Ø3.5mm ステレオ・ミニジャック） 

  ヘッドホン端子（Ø3.5mm ステレオ・ミニジャック） 

USB 端子 USB2.0 x3 

電源供給方式 AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリ 

バッテリ持続時間 約2 時間30 分（JEITA 測定法準拠） 

電源 AC100V-240V、50-60Hz、DC アウトプット 19V 

外形寸法（幅×奥行×高さ） 266×185×18.5～26.6mm 

重量 約1.2Kg 

主な添付品 スタートアップマニュアル、CD マニュアル、ドライバ CD、AC アダプタ、保証書 

 

 

【関連サイト】 

■TV アニメ『Another』 公式ホームページ http://www.another-anime.jp/ 

 

【会社概要】 

社名 株式会社ユニットコム  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 

【その他の情報】本リリース対象商品の URL は、こちらになります。 

■販売サイト  

パソコン工房 http://www.pc-koubou.jp/goods/1098667.html 

 

《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 PC 企画部 

Tel : 06-6647-2816/ Fax : 06-6647-6088  Email : shinjo@unitcom.co.jp 

高解像度画像 http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php 

http://www.another-anime.jp/
http://www.pc-koubou.jp/goods/1098667.html
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php

