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『英雄伝説 碧の軌跡』ビジュアライズノートが新登場！ 

ティオ＆リーシャのデスクトップテーマ付属 

全国で、パソコン工房・フェイス・ツートップ・フリートを展開する株式会社ユニットコム

（代表取締役：大野三規、本社：大阪市浪速区）は、ポータブルゲーム機専用ソフト『英

雄伝説 碧の軌跡』のビジュアライズノート 4 種類を全国のパソコン工房、TWOTOP、

Faith 店舗ならび通信販売にて受注を開始致します。 

 

ノ ー ト パ ソ コ ン モ デ ル で は ゲ ー ム に 最 適 の 高 速 グ ラ フ ィ ッ ク 機 能 を 有 し た

GeForceGT650M/1GB を搭載。オンライン 3D ゲームにも対応しデスクトップに匹敵する

性能を発揮します。15.6 インチ Full-HD 液晶と Blu-ray ドライブを搭載し、市販の Blu-ray

ソフトをハイビジョンで再生可能です。Windows8 優待購入プログラム対応。 

  

【特長】 

■天板にはティオ＆リーシャのイラストを採用 

■デスクトップテーマにはティオ（CV. 水橋かおり）＆リーシャ（CV. 佐藤利奈）の録り下

ろし収録 

■40 種類以上の専用壁紙を収録 

■オリジナルカラーカートンケース 

■特別特典として「マイクロファイバークロス」が付属 

 

商品展示を「パソコン工房秋葉原本店」にて展示を行います。 

 

©2012 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. 

 

ノートパソコン見本 

 

 

ネットブック見本 

 

※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 

■『碧の軌跡』 Premium モデル  248,000 円(税込) 

■『碧の軌跡』 HighSpec モデル  160,000 円(税込) 

■『碧の軌跡』 Standard モデル  109,980 円(税込) 

■『碧の軌跡』 ネットブックモデル   79,800 円(税込) 

 

受注開始  2012 年 7 月 20 日（金） 

出荷予定  2012 年 8 月下旬出荷予定 

掲載希望日 2012 年 7 月 20 日（金）以降 



 

【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。 

■販売予定サイト  

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

ツートップ  URL :  http://www.twotop.co.jp/vn_aonokiseki/ 

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

 

■商品見本展示予定店舗 

パソコン工房秋葉原本店 

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-1-16 ダイドーリミテッドビル 1F 

営業時間：11:00-20:00 電話番号： 03-5297-2681 

http://www.pc-koubou.co.jp/shop/shop_map/akihabara_honten.php 

 

   Premium Model HighSpec Model Standerd Model NetBook Model 

OS Windows® 7 Professional SP1 64 ビット 正規版 

Windows® 7 

HomePremium SP1 32 ビッ

ト 正規版 

CPU 

インテル® Core™ 

i7-3820QM プロセッ

サー（クアッドコア

/2.70GHz/TB 時最大

3.70GHz） 

インテル® Core™ 

i7-3610QM プロセッ

サー（クアッドコア

/2.30GHz/TB 時最大

3.30GHz) 

インテル® Core™ 

i3-2370M プロセッサ

ー（デュアルコア

/2.40GHz） 

インテル® Atom™ プロセ

ッサー N2800（デュアルコ

ア/1.86GHz/HT テクノロジ

ー対応） 

メモリ 8GB （4GB×2） （DDR3 SDRAM） 4GB（DDR3 SDRAM） 

グラフィック

ス 
NVIDIA® GeForce® GT650M 1GB 

インテル® グラフィックス・

メディア・アクセラレーター 

3650 （CPU に内蔵） 

解像度 15.6 インチ Full-HD (1920×1080 ドット)対応カラー 光沢タイプ 液晶 

10.1 型ワイド（1024ｘ600）

対応カラー 光沢タイプ 

液晶 

光学 

ドライブ 
Blu-ray 読込み対応/DVD 書込み読込み対応 - 

SSD 

240GB SSD Intel® 

520Series [読取最高

速度 550MB/s 書込

最高速度 520MB/s] 

120GB SSD[読取最

高速度 500MB/s] 
500GB HDD 

120GB SSD[読取最高速

度 500MB/s] 

LAN  WLAN/GigabitLAN WLAN/LAN 

外部端子 
USB3.0 ｘ2  USB2.0 ｘ1 eSATA(USB3.0 コンボ）/HDMI 1.4a、D-SUB 

（15 ピン） 

USB2.0 ｘ3/D-SUB （15

ピン） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/visualize_aonokiseki.php
http://www.twotop.co.jp/vn_aonokiseki/
http://www.faith-go.co.jp/visualize_note/aonokiseki/
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/shop_map/akihabara_honten.php


バッテリ 

稼働時間 
約 2 時間 30 分（JEITA 測定法 Ver1.0） 

約 3 時間（JEITA 測定法

Ver1.0） 

外形寸法

（幅×奥行

×高さ） 

約幅 374mm×奥行 250mm×高さ 16.3-41.4mm (※最大突起物を含ま

ず） 

約幅 266mm×奥行

185mm×高さ

18.5-25.4mm (※最大突起

物を含まず） 

重量 約 2.8kg(※バッテリー含む) 約 1.2Kg 

 

 

【会社概要】  

社名  株式会社ユニットコム 

代表者  代表取締役 大野 三規  

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

資本金  750,315,033円  

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 

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/ 

 

《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 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 

   ※素材の使用の際にはコピーライトの表記もお願いいたします。 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
https://freet-diy.jp/
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php

