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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                                                                 2011 年8 月8 日 

ユニットコムから「いつか天魔の黒ウサギ」ネットブック新発売！ 

サイトヒメア(cv.高本めぐみさん)録り下ろし音声のデスクトップテーマを収録 

天板パネル＆デスクトップテーマセットも単品販売開始。 

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、ファンタジア文庫原作でTVアニメーションが放映中の「いつか天

魔の黒ウサギ」ビジュアライズノート並び、交換用パネルの受注を 2011 年8 月9 日(火）から通

信販売ならび全国の店舗にて開始致します。 

 

天板にはオリジナルデザインをプリント！ 

このネットブック専用に録り下ろした音声でのデスクトップテーマ3種類、各20ヴォイスを収録。 

サイトヒメアのキャラクターヴォイスは多数のアニメでご活躍中の高本めぐみさん。 

デスクトップテーマは「サイトヒメア」バージョン、「沙糸ヒメア」バージョン、「沙糸ヒメア」ラブラブ

バージョンの 3 つを用意。 

サイトヒメアの愛情タップリのセリフを用意して原作やアニメの世界観を再現しております。 

デスクトップテーマにはオリジナル壁紙18 種も収録されております。 

 

インテル® Atom™ プロセッサー N470 搭載！ 

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。 

オフィスソフトを標準インストールしワープロや表計算などが使用可能です。 

 

また以前に弊社のビジュアライズノートシリーズのネットブックをお買い求め頂いた方向けに

交換用のパネルならびにデスクトップテーマがセットになった交換用パネルセットも販売致しま

す。お持ちのネットブックのパネルを交換することにより、「いつか天魔の黒ウサギ」バージョン

のネットブックに変身可能になります。※使用可能機種は HP でご確認ください。 

 

© 2011 鏡貴也・榎宮祐／富士見書房／宮阪高校生徒会 

 

製品写真 

 

 

壁紙見本 

受注期間  2011 年8 月9 日(火) 

出荷予定  2011 年9 月中旬から順次出荷予定 

掲載希望日 2011 年8 月9 日(火)以降 

製品名：「いつか天魔の黒ウサギ」ネットブック Windows® 7 HomePremium 32bit SP1 正規版プリインストール 59,800 円(税込) 

【特長】 

■天板にイラストをフルカラープリント 

■音声によるデスクトップテーマとオリジナル壁紙収録 

■大容量500GB SATA HDD搭載、メインメモリ 2GB 搭載, 

■Windows® 7 HomePremium 32bit SP1 正規版 プリインストール 

■キングソフトオフィス 2010 スタンダード 付属 

 

 

製品名：「いつか天魔の黒ウサギ」交換用パネル＆デスクトップテーマ      9,980 円(税込) 

【特長】 

■交換用パネル天板にイラストをフルカラープリント 

■音声によるデスクトップテーマとオリジナル壁紙収録 
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【収録セリフ】 

  サイトヒメア 沙糸ヒメア 

Windows の終了 おつかれさま、今日は眠って。あなたは私に身

を任せて、もう眠りなさい。 
一緒にいれて今日は楽しかった、またね！ 

Windows テーマの変更 

私の毒をあなたに入れる。決して忘れないよう

に・・・。 

ヒメアだよっ！逢いたかった！もう離れな

い、二度と離れないから！！ 

Windows ログオフ 

じゃあね！私も部屋に戻ってマナミさんとおしゃ

べりしよーっと！ 
ログオフ、仕方ないね、私を忘れないでね。 

Windows ログオン おかえりなさい、ずっとわかってたよ。私を忘れ

ないって・・・、ずっとわかってた。 
お、遅い！戻ってくるのがおそいぞ！！ 

システムエラー テンマ！？ ん？なに～？ 

システム通知 制止（アルト）！ お知らせ！ 

デバイスの切断 異世界との道がふさがったわ。 デバイスが外れたわ！ 

デバイスの接続 次元の穴と繋がったよ デバイス繋がったよ。 

デバイスの接続の失敗 バールスクラ！？やりなおして！ 接続失敗。つなげなおそっ！ 

バッテリ低下アラーム １５分、といわずすぐに充電して！ 充電があぶないわ 

バッテリ切れアラーム 充電して。待ってるよ、きっと待ってる。 充電しなおして、もう一度会いに来てね。 

プログラムエラー ああ、ヤバイ。 大丈夫？（不安な感じ） 

メッセージ（情報） ええと・・・ 情報だよ 

メッセージ（警告） なに？ 警告！ 

一般の警告音 エラーよ、７回連続でエラーを起こさないでね。 エラー 

印刷完了 プリント完了。 印刷完了よ！私にも見せて～ 

新着メールの通知 誰からのメール？私に隠しごと？私に隠しごとし

てもいいことないよ～。 
メールとうちゃく！ 

ごみ箱を空にする じゃ～ね！ ぽい！ 

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！ポップアップってな

に？ 

情報バー タイト！ 見てね！ 

  沙糸ヒメア（ラブラブ Ver.） 
 

Windows の終了 私も一緒に帰るっ！ 
 

Windows テーマの変更 お帰りっ、逢いたかった！！ 
 

Windows ログオフ またね！ずっと待ってるよ 
 

Windows ログオン 一緒に入れて幸せだよっ！ 
 

システムエラー 大好きっ！ 
 

システム通知 やっとだねっ！ 
 

デバイスの切断 一緒だと楽しいのに・・・ 
 

デバイスの接続 腕組んでいい？ 
 

デバイスの接続の失敗 もう一回、腕組んでいい？ 
 

バッテリ低下アラーム 早く充電！ 
 

バッテリ切れアラーム すぐに戻ってきてね！す・ぐ・にっ！！ 
 

プログラムエラー ん？ん～？ 
 

メッセージ（情報） ラブメッセージだよ！ 
 

メッセージ（警告） どしたの？ 
 

一般の警告音 フフッ！  
 

印刷完了 私との思い出、印刷完了！ 
 

新着メールの通知 メールだよっ 
 

ごみ箱を空にする ぽ～いっ！ 
 

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！  
 

情報バー うふふっ 
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【ネットブックスペック】 

OS Windows® 7 HomePremium 32 ビット SP1 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 1.83GHz 

チップセット インテル® NM10 Express チップセット 

メインメモリ 標準2GB （2GB×1） / 最大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 （CPU に内蔵） 

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】 

■「いつか天魔の黒ウサギ」アニメ公式 ホームページ  http://kadokawa-anime.jp/itsu-ten/top.php 

■「いつか天魔の黒ウサギ」ホームページ   http://www.itsu-ten.jp/ 

■ドラゴンマガジンホームページ   http://www.fujimishobo.co.jp/novel/index.php 

■ドラゴンエイジホームページ    http://www.fujimishobo.co.jp/comic/index.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。 

■販売サイト 

パソコン工房 ：  http://www.pc-koubou.jp/ 

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

TWOTOP  ：  http://www.twotop.co.jp/ 

《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 : 06-6647-7060  Email : shinjo@unitcom.co.jp 

高解像度画像データ ：http://www.pc-koubou.jp/pc/itsuten/itsutentenban.jpg 
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