
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10 月19 日 

日本橋キャラクター「音々（ねおん）」ちゃんネットブック 

Windows7 Ｓｔａrｔｅｒ搭載、49,980 円で限定販売！ 

音々ちゃんシステム用音声データ収録！ 

 

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）では、ユニットコムブランドのプリンティングネットブック『Neon PC 

101IW-N』を pa おおおおおを致します。 

 予約販売を 21 日17 時より開始し 22 日0 時以降に商品のお渡しとなります。(一部店舗除く) 

 

OSにはアプリケーションと22日に発売開始となるWinodws7 Starter正規版を搭載し最新OS

をいち早くご使用いただけます。 

CPU にはインテル® Ａｔｏｍプロセッサ N280 を搭載し、メインメモリは DDR2 対応１GB、HDD

は 250GB を内蔵、液晶には高解像度WSVGA（1024x600）を採用しております。 

無線LAN（IEEE802.11b/g対応）を標準装備しているので、場所を選ばずインターネットやメー

ルを楽しむことが可能です。 

 

 購入特典データとして、音々ちゃんのシステム音声を収録。ログオン、ログアウト、デバイス

の接続など各種音声データを収録しております。 

さらにメイドバーションの「お帰りなさい、ご主人様」など音声データも特別収録！ 

 

22 日の Windows7 販売開始に合せ各店では深夜販売イベントを実施します。 

イラストレーターのいとうのいぢさん＆声優の松岡由貴さんのサイン会＆トークショー参加権

など深夜販売イベントで抽選にてプレゼント！ 

秋葉原では17日にオープンしたパソコン工房秋葉原本店にて大阪萌え大使の三浦愛恵さん

をお招きしてトークショーや豪華賞品が当たる抽選会などイベントを実施いたします。 

日本橋では音々ちゃんが通う日本橋高校のお友達が勤める提携メイド喫茶のドリンクサー

ビス券をプレゼント。深夜販売時に商品のお渡しまでのひと時をお楽しみ頂けます。 

大須ではGoodWill EDM本店にて織姫よぞらさんが深夜販売イベントに日本橋高校の制服で

参加致します。Windows7 販売イベントを計画しております。 

  

「音々」ちゃんネットブックは数多くのアニメやゲームのキャラクターデザインで活躍されてい

る、「いとうのいぢ」さんデザインのキャラクターをネットブックにプリントした限定モデルとなり

ます。「音々」ちゃんは日本橋まちづくり振興株式会社が日本橋の活性化を目的として考案した

キャラクターです。 

 

 

 

 

大阪萌え大使 三浦愛恵さん 

 

 

©2009 いとうのいぢ/SOFTPAL Inc./日本橋まちづ

くり振興株式会社, 

 

製品名 

■Neon PC 101ＩW-N 

Windows® 7 Starter 正規版 プリインストール 49,980 円(税込) 

発売開始（お渡し） 10 月22 日(木) 0 時0 分 

予約販売開始 10 月21 日(水)17 時0 分（一部店舗除く） 

販売店舗  大阪日本橋 パソコン工房本店、TWOTOP 大阪日本橋店、Faith 大阪日本橋店 

  東京秋葉原 パソコン工房秋葉原本店、TWOTOP 秋葉原本店、Faith 秋葉原本店 

  名古屋大須 グッドウィル EDM 館（予約販売は実施致しません）、TWOTOP 名古屋店 

掲載希望日10 月19 日(月)以降 

【特長】 
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■バックパネルに音々ちゃんをフルカラープリント（当社オリジナルデザイン） 

■<購入特典>音々ちゃんシステム音声データ収録、当社オリジナルのスクリーンセイバー用画像収録 

■<購入特典>いとうのいぢさん、松岡由貴さんサイン会参加権など抽選でプレゼント（21 日予約販売時/方法は店舗により異なります。） 

■250GB SATA HDD 搭載、メインメモリ DDR2 1GB 搭載, 

■SD/SDHC/MMC/MS/MSPro 対応カードリーダー内蔵 

■Windows® 7 Ｓｔａｒｔｅｒ正規版 プリインストール 

■the 2007 Microsoft Office System の追加可能 

■無償１年間保証に加えて、2 年間（合計3 年間）の延長保証の設定可能(有償) 

■PC リサイクル対応（お客様のご負担無く、パソコンの処理が可能です。） 

 

【販売店舗/販売台数】 

日本橋地区 

パソコン工房 本店 

大阪府大阪市浪速区日本橋4-16-1 

TEL 06-6647-8820 

販売予定台数    57台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

TWOTOP 大阪日本橋店 

大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-18 

TEL 06-6631-2101 

販売予定台数    77台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

Faith 大阪日本橋店 

大阪府大阪市浪速区日本橋西1-1-3 

TEL 06-6636-8646  

販売予定台数    57台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

※抽選会など深夜販売イベントは各店で実施致します。 

※各店に17時からの日本橋高校のお友達が応援に参加予定 

パソコン工房      http://www.pc-koubou.jp/pc/neon.php 

TWOTOP 大阪日本橋店 http://shopinfo.twotop.co.jp/osaka/ 

 

秋葉原 

パソコン工房 秋葉原本店 

東京都千代田区外神田3-1-16 

TEL 03-5297-2681 

販売予定台数    77台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

TWOTOP 秋葉原本店 

東京都千代田区外神田3-14-10 

TEL 03-5209-7330 

販売予定台数    37台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

Faith 秋葉原本店 

東京都千代田区外神田3-1-16 

TEL 03-3526-3285 

販売予定台数    37台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

※抽選会イベントはパソコン工房秋葉原本店で実施します。TWOTOP、Faithでお買い求め頂いた場合でもご参加頂けます。 

※パソコン工房秋葉原本店にて17時の予約開始時にも三浦愛恵さん応援予定 

※パソコン工房秋葉原本店にて20時より三浦愛恵さん、日本AMD土居憲太郎さん、インテル天野さんなどトークショーの 

 イベントを開催致します。 

 

大須 

グッドウィル ＥＤＭ館 

愛知県名古屋市中区大須3-12-35 

TEL 052-249-3875 

販売予定台数    27台 

予約販売開始    実施致しません。 

販売開始     ）  22日0時以降 

TWOTOP 名古屋店 

愛知県名古屋市中区大須3-30-85 

TEL 052-249-4550 

販売予定台数    17台 

予約販売開始    21日17時予定 

販売開始（お渡し）  22日0時以降 

※深夜販売イベントは各店で実施致します。 

※グッドウィル ホームページ http://www.goodwill.jp/index.html 

 

 

http://www.pc-koubou.jp/pc/neon.php
http://shopinfo.twotop.co.jp/osaka/
http://www.goodwill.jp/index.html


 3

 

【Neon PC １01IW-N 仕様】  

 

商品型番 Neon PC 101IW-N 

CPU インテル®  Atom プロセッサ N280（1.66GHｚ） 

OS Windows® 7 Starter 正規版 

HDD 250GB SATA 

Memory DDR2 1GB(1GBｘ１、空スロット x0） 

MotherBoard インテル 945GSE 

液晶 10.1 インチワイド光沢液晶 WSVGA（1024×600） 

Video インテル 945GSE 内蔵ビデオ機能 

サウンド 内蔵ステレオスピーカ 

メモリカードリーダ メモリカードリーダ（SD/MMC/MS/MSPro） 

ネットワーク 10Base-T/100Base-TX 

無線LAN IEEE802.11b/g 

モニタ出力 D-Sub15 モニタ出力 

インターフェース USBｘ２、ヘッドフォン x1、マイク x1 

寸法/重量 寸法：W272×D188.6×H28-19.5(最大突起物を含まず）/約1.3kg 

バッテリ持続時間 約2 時間30 分（JEITA 測定法準拠） 

キーボード 日本語キーボード 

保証 1 年保証 

 

【収録音声】 

システム用音声  その他音声  

搭載ファイル名 音声内容 搭載ファイル名 音声内容 

01 Windows の終了 おやすみなさい がんばって～～～ がんばって～～～ 

02 Windows ログオフ バイバイ～～～ デバイスの切断1 ほらさいなら 

03 Windows ログオン 今日もはりきっていくで デバイスの切断2-1 じゃあね 

04 システムエラー あれれれ？？ デバイスの接続2 装着完了！ 

05 システム通知 あれ？ デバイスの接続3 着装完了！ 

06 デバイスの切断 ほなね バッテリ低下1-2 バッテリがもうないよ～～ 

07 デバイスの接続 つながったよ～～ 起動音1-2 今日もはりきっていきましょう～

08 デバイスの接続の失敗 あれれれ？？ 起動音2 おっはよう！ 

09 バッテリの低下アラーム バッテリーがもうないよ～～ 起動音3-1 ねおんだよー 

10 バッテリ切れアラーム もうあかんｚｚｚｚｚｚ 起動音3-2 ねおんやで 

11 メッセージ（警告） あれれ？？   

12 一般の警告音 あれ？   

13 メール受信 メールがきたよ～～ メイドバージョン  

14 ゴミ箱を空にする ぽい！ 搭載ファイル名 音声内容 

15 ポップアップウインドウのブロック あれれ？？ お帰りなさい、ご主人様 お帰りなさい、ご主人様 

16 情報バー あれ？ おやすみなさいご主人様 おやすみなさいご主人様 
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販売に関しての諸注意 

 予約販売開始は 21 日17 時からのみとなり、事前のご予約、お取り置きは受け付けておりません。 

 通信販売は行っておりません。 

 先着順での販売を予定しておりますが、当日の状況により変更させていただく場合がございます。 

 整理券の発行に関して 

・ 当日の状況により、整理券を発行する場合がございます。 

 販売制限に関して 

・ 限定販売となりますので、より多くのお客様にご購入頂けるように、お一人様一台のご購入に制限させて頂く場合がござい

ます。ご了承ください。 

 追加販売に関して 

・ 予定はございません。ご要望の声を多数頂いた場合は検討させて頂きます。 

 不良の場合の対応に関して 

・ 初期不良期間を含めすべて修理対応となります。 

・ パネルの交換が伴う修理に関しては一定数の部材を用意しておりますが、規定数を越えた場合は無地のパネルに交換に

なる場合がございます。その場合は事前にご案内をさせて頂きます。 

 

購入特典に関しての諸注意 

 いとうのいぢさん、松岡由貴さんトークショー、サイン会の参加に関して 

・ サイン会は大阪日本橋で開催予定です。 

・ サイン会は日本橋オールコンテンツ祭り「娯楽」中のイベント内で 11 月28 日実施予定です。詳しくはホームページにてご確認く

ださい。http://areamap.jp/project/goraku/ 

 

【関連サイト】 

日本橋プロジェクト 

http://areamap.jp/project/ 

 

日本橋オールコンテンツ祭り「娯楽」 

11 月28 日 いとうのぢさん、松岡由貴さんトークショーならびサイン会予定 

http://areamap.jp/project/goraku/ 

 

三浦愛恵の大阪萌え大使ブログ  

http://ameblo.jp/moetaishi/ 

 

グッドウィルイメージガール 織姫よぞらサイト 

http://www.orihimeyozora.com/ 

 

パソコン工房 Web サイト 

http://www.pc-koubou.jp/pc/neon.php 

【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。 

■ パソコン工房 ：http://www.pc-koubou.jp/pc/neon.php 

 

《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 商品企画部 

http://areamap.jp/project/goraku/
http://areamap.jp/project/
http://areamap.jp/project/goraku/
http://ameblo.jp/moetaishi/
http://www.orihimeyozora.com/
http://www.pc-koubou.jp/pc/neon.php
http://www.pc-koubou.jp/pc/neon.php
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Tel : 06-6647-6077 / Fax : 06-6647-6099  Email :matsuzaki@unitcom.co.jp 


