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株式会社 ユニットコム 

 

ツートップ、カブドットコム証券と共同企画・開発の 

トレーディング専用パソコン「kabu パソ」シリーズに、 

1 画面モデル と ノートパソコンモデル を追加 
 

  

kabu パソ Lite kabu パソ Lite (白) 

標準構成価格 \89,800～  標準構成価格 \89,800～  

 

※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

証券株式会社と共同企画・開発し、ユニットコムにて独占的に販売中の、最大 6 画面のトレーディン

グパソコン「kabuパソ」シリーズ・ラインナップに、1 画面モデルの「kabuパソ Lite」と、ノートパ

ソコンモデルの「kabu パソ Note」を追加して 2013年 7 月 26日(金)より発売いたします。 

「kabu パソ」は、カブドットコム証券が開発した高機能トレーディングソフト「kabu ステーション

TM」の動作スペックを満たす、訪問設置・設定サービス付きの最大 6 画面トレーディングパソコンとし

て 2013年 3 月 21日(木) に発売し、現在までに大変多くの反響を頂いております。 

 
kabu パソ Note 

標準構成価格 \89,800～  



 

今回のラインナップ追加は、1 画面モデルやノートパソコンモデルに対する多くのお客様からのご要

望を反映したもので、これにより 1 画面、2画面、4画面、6 画面、ノートモデルと、よりお客様のニ

ーズにお応えできる kabuパソ ラインナップ となりました。 

 

1 画面モデル 「kabuパソ Lite」の主な特徴 

 

手軽に kabu ステーション™ を始められる、1 画面モデル 

「もっと気軽にオンライントレードを始めたい」という声から生まれた、kabu パソ Lite （ライト）。 

どなたでも設置ができるよう、場所をとらないスリムな本体と、超軽量の液晶モニターをセットにい

たしました。 

 

ホワイトカラーモデル も ラインナップ 

特に女性のお客様よりご要望の多かった、ホワイトカラーモデルもラインナップ。いつも使う道具で

あるからこそ、派手さや虚飾を取り除いた シンプル な デザイン となっています。 

 

見やすさと省エネを実現した、信頼の iiyama 製液晶モニターをセット 

セットの iiyama製液晶モニターは、消費電力・発熱が少ない LEDバックライトを搭載。高い解像度

（横 1920ドット×縦 1080ドット）で、一度に多くの情報を表示することができます。また、上下左

右の角度に加え、高さも調整が可能な、昇降機能 スタンド により、長時間の作業でも目が疲れにく

くなりました。 

 

ノートモデル 「kabu パソ Note」の主な特徴 

 

持ち運びができる、コンパクト な kabu ステーション™ 推奨ノートモデル 

場所を選ばず、オンライントレードができる kabuパソ Note（ノート）の登場です。厚さ最大 25.4mm 、

金属感を持たせたキーボード周りと、高級感のある ヘアライン 仕上げの本体 トップパネル で飽き

の来ない デザイン が特徴です。 

 

長時間の操作でも疲れにくい、高精細・つやなし液晶パネルを採用 

多くの情報を瞬時に把握できるよう、高精細 横 1920ドット×縦 1080ドット 表示 に対応した液晶

パネルにより、ウィンドウ の切替や スクロール 回数が少なくて済み、作業の効率が アップ します。

また、斜めから見ても見え方に変化の少ない IPS 方式の採用で、非光沢(ツヤなし)の表面処理とあい

まって、長時間の使用でも目が疲れにくくなりました。 

 

数値の入力に最適な、テンキー 搭載 キーボード 

コンパクト な筐体ながら、テンキー を装備。ストレス のない数値入力ができます。 

 

共通の特徴 

●カブドットコム 証券株式会社が開発した高機能 トレーディングソフト「kabu ステーション TM」を

プリインストール しており、届いて アカウント を開設すればすぐに オンライントレード を始める

事ができます。また、カブドットコム証券株式会社の遠隔 オンラインサポートサービス「Cisco WebEx 

Remote Support」にも対応し、オンライントレード 初心者の方でも安心してご利用頂けます。 

 



●専門の技術者による国内生産を行っています。お客様がお求めになる 1台 1台に、日本国内生産な

らではの「モノづくりのココロ」によって高い品質を実現しています 

 

●ご購入後 1 年間の無償保証が付属します。より充実した保証をご希望の場合には、オプション(有償) 

で 「3年間保証」や、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」 が

追加できます。 

 

●24時間 365 日体制の コールセンター のほか、全国のユニットコムグループ（パソコン工房・グッ

ドウィル・ツートップ・バイモア）各店でも サポート を承ります。 

 

モデル詳細スペック 

 

kabuパソ Lite 

モデル名 kabu パソ Lite kabu パソ Lite (白) 

価格 標準構成 89,800 円 標準構成 89,800 円 

OS Microsoft Windows® 8 Pro 64 ビット 

CPU インテル® CoreTM i3-3220 

メモリ 
キングストン製 8GB (4GB×2)  

DDR3-1600MHz 

チップセット インテル® H77 チップセット搭載 

HDD Serial ATA 1TB HDD 

グラフィック機能 
インテル® HD グラフィックス 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 300W 電源 

ケース 
サイズ 

高さ 330mm x 幅 97mm x 奥行 394mm 

(縦置き時/突起物を含まず) 

高さ 342mm x 幅 96mm x 奥行 420mm 

(縦置き時/突起物を含む) 

色 ブラック ホワイト 

モニタ

ー 

型名 
21.5 型 WLED バックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ 

iiyama ProLite B2280HS 

解像度 1920×1080 

サイズ 509.5（幅）×393～523（高）×244.5（奥行）mm、5.2kg 

kabuパソ Note 

モデル名 kabu パソ Note 

価格 標準構成 89,800 円 

OS Microsoft Windows® 8 64 ビット 

CPU インテル® CoreTM i3-3120M 

メモリ 
センチュリーマイクロ 製 8GB (4GB×2)  

DDR3-1600MHz SO-DIMM 

チップセット インテル® HM77 チップセット搭載 

HDD 2.5 インチ Serial ATA 500GB 7200rpm HDD 

グラフィック機能 
インテル® HD グラフィックス 4000 

(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 

モニター 15.6 インチ フル HD (1920×1080) 非光沢 IPS 液晶 

無線 LAN IEEE802.11 b/g/n 対応 ワイヤレス LAN 内蔵 

その他装備 USB3.0、200 万画素 WEB カメラ、カードリーダー、HDMI 出力 

サイズ・重量 
幅：約 374mm x 奥行き：約 252mm x 高さ：約 16-25.4mm (突起部含まず) 

約 2.2kg(バッテリ含む) 



 

※kabuパソ Lite、kabuパソ Note には訪問設置サービスは含まれておりません。ご希望のお客様は、お見積 

画面にて、訪問設置サービスオプションの追加(有償)が必要です。 

 

※本製品は全国のツートップ店舗、BUY MORE 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時:  2013年 7 月 22 日(月)  

掲載商品発売日:  2013年 7 月 26 日(金)  

 

製品情報 

□ ツートップインターネットショップ kabuパソ トップページ 

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

□ ツートップインターネットショップ kabuパソ Lite 

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

□ ツートップインターネットショップ kabuパソ Note 

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

 

 

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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