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株式会社 ユニットコム 

 

ツートップより、ビジネス用途に特化した省電力モデル 

「WSS Bシリーズ エコ」パソコン 新発売 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。 

全国で、パソコン工房  ・グッドウィル ・ ツートップ ・ フェイス ・ フリート ・ バイモア ・ セルモア を展開

する株式会社ユニットコム （代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区） は、ツートップブランド の法人

専用 オリジナル BTO パソコン、「 WSS B シリーズ エコ 」 を発表いたします。 

今回の発表と同時に、「 WSS B シリーズ エコ 」 の スリムタイプ 3 モデル、ミニタワータイプ 3 モデルを、

ツートップインターネットショップ にて、 2013 年 5 月 28 日 ( 火 ) より発売いたします。 

 

WSS-B75SL/ECO-E ( エントリー 構成 ) \52,980～ 

WSS-B75SL/ECO-S ( スタンダード構成 ) \72,980～ 

WSS-B75SL/ECO-H ( ハイスペック 構成 ) \82,980～ 

WSS-B75M/ECO-E ( エントリー 構成 ) \55,980～ 

WSS-B75M/ECO-S ( スタンダード構成 ) \74,980～ 

WSS-B75M/ECO-H ( ハイスペック 構成 ) \84,980～ 



主な特徴 

「 WSS B シリーズ エコ 」は、すでに発売となっております、ビジネス用途に最適な構成の オフィス 向け 

パソコン 「 WSS B シリーズ 」 の、省電力版 ラインナップ となり、消費電力の低い パーツ で構成されて

います。 

プロセッサー には、複数コア を搭載した インテル® 省電力 プロセッサー を採用し、処理の効率化と電

力消費の削減を実現しています。また、消費電力の大きい ハードディスク に替えて、SSD （ ソリッド・ステー

ト・ドライブ） を採用。 フラッシュメモリ を記憶媒体として使用しているため、省エネ と高速 データアクセス 

を可能にしています。 電源ユニット には、変換効率の高さにより 「80PLUS GOLD」 認証 を取得した製品

を搭載。変換ロスによる無駄な電力消費と発熱が抑えられ、パソコン の長期間の安定動作にも貢献します。 

 

また、「 WSS B シリーズ 」同様、マザーボードに ASUSTeK 製 P8B75-M (インテル B75 チップセット)、メモ

リーに Kingston 製高品質 DDR3 メモリーを採用するなど、主要パーツ に メジャーブランド の製品を搭載し

国内工場で組立・検証を行うことで、長期間安心してご使用頂ける製品となっております。 

 

「 WSS B シリーズ エコ」 の インテル®Core™i3 / i5 搭載モデルには、インテル® スモール・ビジネス・ア

ドバンテージ （インテル® SBA） が標準でプリインストールされており、使用できる USB デバイスを制限でき

る 「USB Blocker」、パソコンの電源 ON/OFF の時間設定を行うことで消し忘れなどの無駄な電気の消費を

防ぐ 「Energy Saver」 など、小規模ビジネスでのパソコン運用管理に役立つアプリケーションが付属していま

す。 

 

「 WSS B シリーズ エコ 」 は、タスク の規模に応じて エントリー 構成 モデル ( WSS-B75SL/ECO-E、

WSS-B75M/ECO-E )、 スタンダード 構成 モデル ( WSS-B75SL/ECO-S、WSS-B75M/ECO-S )、 ハイスペ

ック構成 モデル ( WSS-B75SL/ECO-H、WSS-B75M/ECO-H ) の中からお選びいただけます。 

※型番中の SL : スリム筐体、M : ミニタワー筐体 

 

各モデルのスペックは、ツートップインターネットショップホームページ上で、必要なスペックに変更し、オー

ダーすることができる BTO (Build to Order=受注生産方式)に対応するほか、ツートップ電話通販、法人営業部

ではスタッフによるカスタマイズご相談を承っております。 

 

また、ご購入後 1 年間のピックアップ製品保証が付属し、万が一の際にはお電話 1 本で引き取りにお伺いし

ます。より充実したサポートをご希望のお客様には、オプション(有償)で、通常 1 年間の無償保証期間を 2 年

間延長する、「3 年間保証」、お電話 1 本で出張修理にお伺いする「初年度 1 年間 オンサイトサポート」をお選

びいただくことができます。 

 

 ご購入後は、24 時間 365 日体制のコールセンターのほか、ユニットコム グループ 全国店舗ネットワーク

で実施しております 「 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。 

 

 

WSS Bシリーズ エコ ラインナップのご紹介 

 

エントリー構成モデル 

デュアルコア インテル® Celeron® G1610T プロセッサーを搭載。2 つのコアで効率の良い処理を行います。 

インターネット、メール、ワード、エクセル などの オフィス系 アプリケーション 、動画の再生など、基本的な

作業に最適な構成です。 



 

スタンダード構成モデル 

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー 対応 デュアルコア インテル® Core™ i3-3220T プロセッ

サーを搭載。 2 つのコアで 4 つの スレッド を処理可能。複数タスクの同時実行がより快適になります。基

本的な作業に加え、強化された グラフィック 機能により、高解像度動画の再生や ビデオの変換・エンコード

処理が快適になります。 

 

ハイスペック構成モデル 

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー 対応 デュアルコア インテル® Core™ i5-3470T プロセッ

サーを搭載。 2 つのコアで 4 つの スレッド を処理可能。複数タスクの同時実行がより快適になります。さ

らに、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー により、タスク の状況に合わせて プロセッサー の動作クロ

ック が自動的に引き上げられるため、処理にかかる時間が減少し、作業効率が アップ します。 

 

スリム タイプ 

 エントリー構成 スタンダード構成 ハイスペック構成 

モデル名 WSS-B75SL/ECO-E WSS-B75SL/ECO-S WSS-B75SL/ECO-H 

価格 標準構成 52,980 円 標準構成 72,980 円 標準構成 82,980 円 

OS Windows® 7 Home Premium 正

規版( DSP ) 64bit インストール 

Windows® 7 Professional 正規版 

( DSP ) 64bit インストール 

CPU インテル® Celeron® G1610T 

 プロセッサー 

インテル® Core™ i3-3220T 

 プロセッサー 

インテル® Core™ i5-3470T プロ

セッサー 

メモリ Kingston 製 DDR3-1600 

2GB ( 2GB×1 ) 

Kingston 製 DDR3-1600 

4GB ( 4GB×1 ) 

Kingston 製 DDR3-1600 

8GB ( 4GB×2 ) 

マザーボード ASUSTeK P8B75-M (インテル B75 チップセット) 

システムディ

スク 

SAMSUNG MZ-7TD120B/IT 

(120GB SSD) 

グラフィック

機能 

インテル® HD Graphics  

(CPU 統合グラフィック) 

インテル® HD Graphics 2500 

(CPU 統合グラフィック) 

インテル® HD Graphics 2500 

(CPU 統合グラフィック) 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 80PLUS GOLD 認証 300W 電源 

 

ミニタワー タイプ 

 エントリー構成 スタンダード構成 ハイスペック構成 

モデル名 WSS-B75M/ECO-E WSS-B75M/ECO-S WSS-B75M/ECO-H 

価格 標準構成 55,980 円 標準構成 74,980 円 標準構成 84,980 円 

OS Windows® 7 Home Premium 正

規版( DSP ) 64bit インストール 

Windows® 7 Professional 正規版 

( DSP ) 64bit インストール 

CPU インテル® Celeron® G1610T 

 プロセッサー 

インテル® Core™ i3-3220T 

 プロセッサー 

インテル® Core™ i5-3470T プロ

セッサー 

メモリ Kingston 製 DDR3-1600 

2GB ( 2GB×1 ) 

Kingston 製 DDR3-1600 

4GB ( 4GB×1 ) 

Kingston 製 DDR3-1600 

8GB ( 4GB×2 ) 

マザーボード ASUSTeK P8B75-M (インテル B75 チップセット) 

システムディ

スク 

SAMSUNG MZ-7TD120B/IT 

(120GB SSD) 



グラフィック

機能 

インテル® HD Graphics  

(CPU 統合グラフィック) 

インテル® HD Graphics 2500 

(CPU 統合グラフィック) 

インテル® HD Graphics 2500 

(CPU 統合グラフィック) 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 80PLUS GOLD 認証 550W 電源 

 

 

※本製品は全国のツートップ店舗、法人営業部からもご注文いただけます。 

リリース配信可能日:  2013 年 5 月 28 日(火) 

 

製品情報: 

□ ツートップインターネットショップ WSS B シリーズ エコ トップページ 

http://www.twotop.co.jp/wss_biz_eco/ 

□ ツートップインターネットショップ WSS B シリーズ エコ スリム シリーズ 

http://www.twotop.co.jp/wss_biz_eco/slim/ 

□ ツートップインターネットショップ WSS B シリーズ エコ ミニ シリーズ 

http://www.twotop.co.jp/wss_biz_eco/mini/ 

 

 

会社概要 

株式会社ユニットコムは、全国で、パソコン工房・グッドウィル・ツートップ・フェイス・フリート・バイモア・セルモ

ア を展開し、パソコン販売、修理をはじめとする各種サービスにより、お客様のパソコンライフをサポートし

ます。 

 

社名 株式会社ユニットコム   URL :  http://www.unitcom.co.jp 

代表者 代表取締役 髙島 勇二 

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 

 

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/ 

ツートップ URL : http://www.twotop.co.jp/ 

フェイス URL : http://www.faith-go.co.jp/ 

フリート URL : https://freet-diy.jp/ 

バイモア URL : http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア URL : http://www.sellmore.jp/ 

 

 

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 東京 E コマース 

Tel  ： 03-4334-9035 / Fax ： 03-4334-9031 

E-mail：tsunoda@unitcom.co.jp 
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