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マルチモニターで広がる、パソコンの新しい可能性。 

パソコン工房 PRO シリーズより 

マルチモニターがセットになったデスクトップパソコン 3 製品を販売開始 
 

 

 

※画像はイメージです。 

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、パソコン工房 PRO ブランドにお

いて、iiyama 製 21.5 インチ液晶モニターが 2 台セットになったパソコンの販売を開始しました。 

マルチモニターがもたらす広大なデスクトップ空間を生かした、 複数のアプリケーションの同時表示や、コ

ピー＆ペースト作業、データを参照しながらのエクセル作表といった、効率的なパソコンの使い方が可能で

す。 

マルチモニターは液晶ディスプレイの違いや、グラフィック出力デバイス（オンボード、グラフィックカード）の

違いによる見え方の差が、 目の疲れや正確な作業の妨げになります。PRO マルチ画面シリーズでは、高品

質で同種の液晶ディスプレイをセットにするとともに出力デバイスも統一し、均質な表示ができる構成となって

います。 また、各ディスプレイはデジタル接続とすることで、にじみやボケのない、鮮明な表示を実現していま

す。 

 

「TWOTOP PRO-H87SL-E2M」は、21.5 インチモニタが 2 台セットとなっています。 

「TWOTOP PRO-H87SL-E2MV」は、21.5 インチモニタが 2 台セットとなっており、縦 2 画面構成となっています。 

「TWOTOP PRO-H87SL-E2MH」は、21.5 インチモニタが 2 台セットとなっており、横 2 画面構成となっています。 

また 3 製品とも、OS に Windows 8 64 ビット、CPU に Core®i5™4570、メモリに 8GB、HDD に 500GB を搭載。

いずれもスリムケースを採用しています。 



 

■PRO シリーズとは 

パソコンのプロの視点でこだわり、高負荷での連続使用や長年のご使用にも耐えうる実用性を目指し、構造、

冷却にいたるまでマザーボード、メモリー、電源ユニットなど細部までこだわる「Tuned by TWOTOP」仕様のプ

ロスペックパソコンです。 

 

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、大容量メモリなどに変更可能です。 

パソコン工房は、24 時間 365 日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全

のアフターフォローとなっております。 
 

 

リリース配信可能日:   2013年 10月 21日(月)  

発売開始日：          2013年 10月 18日(金)  

 

□パソコン工房のホームページ 

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

□パソコン工房 製品情報 

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

 

 

製品名: 

TWOTOP PRO-H87SL-E2M 

販売価格 116,980円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotoppro-h87sl-e2m_main.php 

 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

TWOTOP PRO-H87SL-E2MV 

販売価格 126,980円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotoppro-h87sl-e2mv_main.php 

 

 

OS Windows® 8 [64 ビット] 

プロセッサー Intel® Core i5™ 4570 プロセッサー 

チップセット インテル® H87 Express チップセット (ASUS H87M-E) 

メモリ 8GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics 4600 

SSD - 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

液晶 iiyama 製モニター 「ProLite B2280HS」 2 台標準セット 

21.5 インチ フル HD(1920×1080 ドット)対応 昇降機能・ピボット (回転) 機能付き 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.pc-koubou.jp/pc/pro_multimonitor.php
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotoppro-h87sl-e2m_main.php
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotoppro-h87sl-e2mv_main.php


【BTO 初期構成】 

 

 

製品名: 

TWOTOP PRO-H87SL-E2MH 

販売価格 126,980円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotoppro-h87sl-e2mh_main.php 

 

【BTO 初期構成】 

 

 

 

【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 

OS Windows® 8 [64 ビット] 

プロセッサー Intel® Core i5™ 4570 プロセッサー 

チップセット インテル® H87 Express チップセット (ASUS H87M-E) 

メモリ 8GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics 4600 

SSD - 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

液晶 iiyama 製モニター 「ProLite B2280HS」 2 台標準セット 

(縦 2 画面レイアウト・縦 2 画面用スタンド式モニターアームが付属) 

21.5 インチ フル HD(1920×1080 ドット)対応 

プロセッサー Intel® Core i5™ 4570 プロセッサー 

チップセット インテル® H87 Express チップセット (ASUS H87M-E) 

メモリ 8GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics 4600 

SSD - 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

液晶 iiyama 製モニター 「ProLite B2280HS」 2 台標準セット 

(横 2 画面レイアウト・横 2 画面用スタンド式モニターアームが付属) 

21.5 インチ フル HD(1920×1080 ドット)対応 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/twotoppro-h87sl-e2mh_main.php
http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
https://freet-diy.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
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問い合わせ先 

株式会社ユニットコム PK-Eコマース 

Tel   : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 

E-mail : y-inoue@pc-koubou.co.jp 


