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株式会社 ユニットコム 
 

パソコン工房、 

大好評の「CLIP STUDIO PAINT 推奨パソコン」に、ノートパソコンを追加 
 

 

 

※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 WEB 通販サ 

イトにおいて、イラスト・マンガ制作クリエイター向けソフトウェア「CLIP STUDIO PAINT」の推奨ノ

ートパソコンを追加いたしました。 

 

急成長を遂げているデジタルクリエイターの分野において、いまやプロ・アマを問わずイラストやマ

ンガの制作もパソコンを使う時代。ユニットコムでは若手クリエイターを後押しできるよう、イラス

トやマンガの制作に必要な機能が用意されているアプリケーションソフト「CLIP STUDIO PAINT」の動

作確認を行なった推奨デスクトップパソコンを今年 3月に発売しました。今回はデスクトップパソコ

ンの反響を受け、持ち運び可能で制作の場所を選ばないノートパソコンを追加しました。 

 

■マンガ・イラスト制作向け「CLIP STUDIO PAINT 推奨パソコン」特集ページ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/clip_studio.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p15040

7p01 

 

「CLIP STUDIO PAINT」の動作確認済み推奨ノートパソコンには【エントリー】と【スタンダード】の

2 機種を用意。それぞれに、ノートパソコン本体のみのモデルと、イラストやマンガの制作に最適なペ

ンタブレットがセットになったスターターパックが選択できます。 

 

「CLIP STUDIO PAINT」は、多くのクリエイター達から支持されている最先端のペイントソフトです。 

画質を保ちながら自由に加工・編集ができるベクター描画、繊細なタッチの水彩やセルアニメ風のア

ニメ塗りなど多彩なペイント表現、描画のヒントとして重宝する自由にポーズを付けられる 3Dデッサ

ン人形など、「CLIP STUDIO PAINT」にはイラストやマンガを描くために便利な機能が満載です。 

 

http://www.pc-koubou.jp/pc/clip_studio.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150407p01
http://www.pc-koubou.jp/pc/clip_studio.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150407p01


 

■購入特典（推奨ノートパソコン本体のみ） 

特典 1.【数量限定】初音ミク イラストメイキングブック 

→ 付録 DVD内のイラスト生データと誌面解説で「デジ絵の技」を学べます。 

特典 2. CLIP STUDIO PAINT スタートアップガイドマニュアル 

→ マンガやイラストを描く手順や代表的な塗り方を解説した便利な 1冊です。 

 

  

 

初音ミクとは 

札幌に本社を置くクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した“歌を歌うソフトウェア”

であり、その“パッケージキャラクター”です。 クリエイター達によるインターネット上への楽曲・

動画投稿を機に、一躍人気となりました。バーチャル・シンガーキャラクターとしても注目を集め、 国

内外でグッズ展開、コンサートを実施するなど多方面で活躍しています。 

 

▼ピアプロキャラクターズ公式サイト 

http://piapro.net/ja.html 

 

 

■パソコンでのイラスト制作初心者を徹底サポートする“訪問設置・設定サービス” 

 

専門スタッフがお客様のご自宅に伺い、パソコンの設置・設定から初期

導入までをサポートするオプション（有償）をご用意しました。さらに

1 時間の Windows 操作レクチャーが付属したサービスも選択可能です。 

http://www.pc-koubou.jp/pc/clip_studio_service.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaig

n=p150407p02 

 

 

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。 

□パソコン工房 ホームページ 

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

 

 

http://piapro.net/ja.html
http://www.pc-koubou.jp/pc/clip_studio_service.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150407p02
http://www.pc-koubou.jp/pc/clip_studio_service.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150407p02
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■エントリーモデル 

製品名: AEX-PixDraw-17I-HD-EE【スターターパック】 

販売価格 79,980 円～（税別） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexpd17ihd-eeset_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm

_campaign=p150407p03 

 

製品名: AEX-PixDraw-17I-HD-EE 

販売価格 69,980 円～（税別） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexpd17ihd-ee_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_ca

mpaign=p150407p04 

 

【BTO初期構成】 

 

 

製品名: AEX-PixDraw-15I-HD-SE【スターターパック】 

販売価格 99,980 円～（税別） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexpd15ihd-seset_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm

_campaign=p150407p05 

 

製品名: AEX-PixDraw-15I-HD-SE 

販売価格 89,980円～（税別） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexpd15ihd-se_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_ca

mpaign=p150407p06 

 

【BTO初期構成】 

OS Windows 8.1 64bit 

液晶モニタ 17.3型 HD＋(1600×900 ドット)光沢 

プロセッサー Celeron 2957U プロセッサー 

マザーボード CPU 統合チップセット 

メモリ DDR3-1600 8GB（8GB×1） ※最大 16GB まで増設可能 

グラフィックカード Intel® HD Graphics (CPU統合グラフィックス) 

SSD 240GB 2.5 インチ Serial-ATA SSD ※オプションで容量の変更が可能 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

スターターパック限定 Intuos Comic Small(CTH-480/S3)※ 

※「CLIP STUDIO PAINT PRO」の 2 年間ライセンスが付属します。 

OS Windows 8.1 64bit 

液晶モニタ 15.6型 フル HD(1920×1080 ドット)光沢 

プロセッサー Corei3 i3-4100M プロセッサー 

マザーボード Intel® HM86 Express チップセット 

メモリ DDR3-1600 8GB (8GB×1) ※最大 32GB まで増設可能 

グラフィックカード Intel® HD Graphics 4600 (CPU統合グラフィックス) 

SSD 240GB 2.5 インチ Serial-ATA SSD ※オプションで容量の変更が可能 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexpd17ihd-eeset_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150407p03
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http://www.pc-koubou.jp/pc/model/aexpd15ihd-seset_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150407p05
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▼「CLIP STUDIO PAINT」 

http://www.clipstudio.net/ 

 

 

掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。 

 

 

【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 

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、中古買取・販売 

 

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 Web マーケティング営業 G 

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

E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ  

スターターパック限定 Intuos Comic Small(CTH-480/S3)※ 

※「CLIP STUDIO PAINT PRO」の 2 年間ライセンスが付属します。 
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