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株式会社 ユニットコム 

 

ツートップより、ディーリングルームをご自宅にお届け！ 

｢kabu パソ｣ の 第 4 世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載モデル 発売 

kabu ステーション™ 推奨スペック ・訪問設置 ・24 時間 365 日サポートのトレーディング専用パソコン 
 

 

 

 
※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、カブドットコム証券株式会社 と協業し高機

能トレーディングツール ｢kabu ステーション™｣ 推奨スペックとして ツートップ ブランド より発売中のオンライントレー

ド向けパソコン、 ｢kabu パソ｣ シリーズに、最新の 第 4 世代 インテル® Core™ プロセッサー を搭載 し、2013 年 6 



月 21 日 (金) より発売いたします。 

 

カブドットコム証券株式会社と、ツートップが共同企画したトレーディング専用パソコン、「kabu パソ」 シリーズは、 イン

ターネット株取引に必須な素早いトレード能力と長時間にわたるチャート監視などにも安定した動作をお届けすること

を目的に、 厳選したスペック構成、専用ソフト ｢kabu ステーション™｣ のプリインストール、訪問設置･設定サービス、

専用ソフト ｢kabu ステーション™｣ の遠隔オンラインサポート、24 時間 365 日サポートをワンパッケージとしたトレー

ディング専用パソコンです。 

 

「kabu パソ」 シリーズでは、デュアルモニターで手軽にトレーディングをはじめられる 2 画面モデルから、 6 台のモ

ニターを自在に操り、日々の長時間にわたるトレーディングにも快適な環境を整えた 6 画面モデルまで 3 つのタイ

プをご用意しております。  

 

また、2013 年 6 月 2 日 （日）より発売となりました「第 4 世代 インテル® Core™ プロセッサー」は、前世代の プ

ロセッサー と比較し、消費電力の削減と、グラフィックパフォーマンス の大幅な向上を含めた性能強化がなされた、

最新の プロセッサー で、今回、「kabu パソ 4」、「kabu パソ 6」 に搭載しております。 

 

 

(※) kabu ステーション™ は、カブドットコム証券株式会社が開発したトレーディングソフトウェアです。 

 

 

 

(標準構成価格) 123,980 円   (標準構成価格) 195,000 円   (標準構成価格) 288,000 円 

 

 

「kabu パソ 2」 は、CPU に Core™ i3 3220、メモリ 8GB、HDD 1TB、グラフィックは CPU 内蔵グラフィックスを搭載し

たスリムパソコンに 21.5 インチの ホワイト LED 液晶 モニターを 2 台セットしています。 

 

「kabu パソ 4」 は、CPU に 第 4 世代 インテル® Core™ i5 4570、メモリ 8GB、HDD 1TB、グラフィックは CPU 内蔵グ

ラフィックスと NVIDIA GeForece GT630 を組合せ 4 画面出力に対応したミニタワーパソコンに 21.5 インチのホワイ

ト LED モニターを 4 台とクランプ取付方式のモニターアーム 2 本をセットしています。 

 

「kabu パソ 6」 は、CPU に 第 4 世代 インテル® Core™ i7 4770、メモリ 16GB、SSD 120GB + HDD 2TB、グラフィック

は CPU 内蔵グラフィックスと NVIDIA GeForce GT630  2 枚を組み合わせ 6 画面出力に対応したミドルタワーパソ

コンに 21.5 インチのホワイト LED モニターを 6 台とクランプ取付方式のモニターアーム 3 本をセットしています。 

 

各モデルは BTO (Build to Order=受注後生産方式) に対応しているので、ユーザーのご要望に沿った形でのスペッ

ク変更や、大容量メモリへの変更も可能です。 



 
 

 

● kabu ステーション™ 動作推奨スペック 

「kabu パソ」 シリーズでは、トレーディングに必要な kabu ステーション™ が推奨レイアウトとともにプリインストールさ

れておりますので、面倒なインストールやレイアウト作成の手間も必要ありません。 

 

「kabu パソ」 シリーズは、単に価格帯でのラインナップとするのではなく、ビギナーからヘビーユーザーまでのご利

用を想定したシリーズ構成とするため、各モデルに最適なマシンスペックを厳選しています。 

6 画面での kabu ステーション™ の表示レイアウトイメージ 

 

 

● トレーディング環境をトータルにサポート 

「kabu パソ」 シリーズでは、専門スタッフがお客様のご自宅へお伺いして、「kabu パソ」 の初期導入作業 (開梱 / 

設置 / 起動確認)、 モニターの設定、インターネット接続などの初期導入設定を実施し、ハードウェアの訪問設置か

らソフトの設定までトータルにサポートいたます。 

 

● 24 時間 365 日電話サポート ･ 1 年間製品保証 

｢kabu パソ｣ シリーズは、24 時間・365 日受付のサポートコールセンターで万全のサポートをいたします。また、全

国 100 店舗以上のグループショップ （パソコン工房・グッドウィル・ツートップ・バイモア）各店でのお持ち込み専用窓

口でもサポートを承っております。 



 

 
 

 

リリース配信可能日：    2013 年 6 月 21 日(金) 

発売開始日：  2013 年 6 月 21 日(金) 

 

□ ツートップのホームページ 

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

□ ｢kabu パソ｣ ページ 

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

 

 

● 製品名: kabu パソ 2 (型式：Xcute kabu.2 v2) 

標準構成価格 123,980 円 (税込) 

http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/xcute_kabu2/ 

 

【BTO 標準構成】 

OS Windows® 8 PRO  [64 ビット] 正規版 

CPU Intel® Core™ i3 3220 プロセッサー 

マザーボード Intel® H77 Express チップセット搭載 

メモリ PC12800 DDR3 8GB 1600MHz (4GBx2) 

グラフィック Intel® HD グラフィックス 2500 

HDD 1TB 32MB 7200rpm 6Gb/s 対応 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

電源 300W 

http://www.twotop.co.jp/
http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/
http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/xcute_kabu2/


iiyama 製 21.5 インチ液晶モニター 2台 

カブドットコム証券 「kabu ステーション™」プリインストール 

訪問設置･設定サービス付 

 

 

● 製品名：kabu パソ 4 (型式：Xcute kabu.4 v4) 

標準構成価格 195,000 円 (税込) 

http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/xcute_kabu4/ 

 

【BTO 標準構成】 

OS Windows® 8 PRO  [64 ビット] 正規版 

CPU Intel® Core™ i5 4570 プロセッサー 

マザーボード Intel® H87 Express チップセット搭載 

メモリ PC12800 DDR3 8GB 1600MHz (4GBx2) 

グラフィック Intel® HD グラフィックス 4600 + NVIDIA GeForce GT630 

HDD 1TB 32MB 7200rpm 6Gb/s 対応 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

電源 450W 

iiyama 製 21.5 インチ液晶モニター 4台、モニターアーム 2 本 

カブドットコム証券 「kabu ステーション™」プリインストール 

訪問設置･設定サービス付 

 

 

● 製品名：kabu パソ 6 (型式：Xcute kabu.6 v2) 

標準構成価格 288,000 円 (税込) 

http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/xcute_kabu6/ 

 

【BTO 標準構成】 

OS Windows® 8 PRO  [64 ビット] 正規版 

CPU Intel® Core™ i7 4770 プロセッサー 

マザーボード Intel® Z87 Express チップセット搭載 

メモリ PC12800 DDR3 16GB 1600MHz (8GBx2) 

グラフィック Intel® HD グラフィックス 4600 + NVIDIA GeForce GT630 ｘ2 

SSD/HDD SSD：120GB + HDD：2TB 64MB 7200rpm 6Gb/s 対応 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

電源 450W 

iiyama 製 21.5 インチ液晶モニター 6台、モニターアーム 3 本 

カブドットコム証券 「kabu ステーション™」プリインストール 

訪問設置･設定サービス付 

 

 

 

http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/xcute_kabu4/
http://www.twotop.co.jp/kabudotcom/xcute_kabu6/


 

 

【会社概要】  

社名 株式会社ユニットコム  

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/ 

 

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 

 

 

<本リリースに関するお客さまからのお問い合わせ先> 

株式会社ユニットコム ツートップ電話通販センター 

Tel  ： 03-4334-9008 / Fax ： 03-4334-9009 

 

<本リリースに関する報道関係からのお問い合わせ先> 

株式会社ユニットコム E コマース部 TT-E コマース 

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

E-mail:tsunoda@unitcom.co.jp 

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

