
2015年 9月 10日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC、ビジネスでも活躍する Microsoft Office がインストール 

された Windows 8.1 with Bing 搭載 8.9 型タブレット PC を発売  

〜 ノート PC としても使える 2Way 仕様 〜 
 

 

 

※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、信頼の JAPAN QUALITY「iiyama 

PC 」ブランドパソコンより、OSに Windows 8.1 with Bing を搭載し、ビジネスソフト Microsoft Office 

がインストールされた 8.9 型タブレット PCを発売しております。  

 

今回発売のタブレット PCは、先に販売開始された Windows 8.1 with Bing 搭載 8.9型タブレット PC

に、「Microsoft Office Home and Business 2013」が標準搭載されたモデルとなっています。 

企画資料作成やプレゼンテーションに必要な定番ソフト（「Word」「Excel」「PowerPoint」等）が揃っ

ていますので、ビジネスユースに最適な一台となりました。 

消費税込み・送料無料で、29,800 円で販売しています。 

 

 

■8.9 型タブレット PC「 9P1150T-AT-FEM 」の主な特徴 

 

・Windows 8.1 with Bing を搭載 

タッチによる直感的な操作が可能なインターフェイスを採用。強化された 

セキュリティ機能に加え、Windows 搭載 PC で作成したファイルがそのま

ま使えるなど、ビジネスシーンでの利用に最適な OSです。 

 



 

・着脱式専用キーボードが標準付属 

同梱されているスタンドにもなるキーボードは、

マグネットで簡単に着脱する事ができ、いつでも

好きな時にノートパソコンのようにご使用が可

能です。さらに本体カバーとしての役目も兼ねて

おり、大切な本体を保護します。 

 

・10点マルチタッチ操作に対応 

10 本の指を同時に認識できる 10 点マルチタッチに対応しています。 

拡大や縮小、回転などのジェスチャー操作を快適に行えます。 

 

・microSD カードスロットを搭載 

お求めやすくなった「microSD カード」を使って保存領域を拡張できます。 

大容量の写真や動画ファイルなどを保存するときにも安心です。 

 

 

■『Windows 8.1 搭載 8.9型タブレット』 紹介ページ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/tablet_9p1150t.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p

150910i01 

 

Windows OS 搭載なので Flash コンテンツを Webブラウザでそのまま見ることができ、Webページの閲

覧や動画の視聴も快適にお楽しみいただけます。本体重量は 481g と計量で、出張や旅行にも気軽持ち

運びができ、シーンや場所を問わず活躍できるタブレット。使い方はあなた次第！ 

 

 

【製品詳細】 

 

●製品名 ：9P1150T-AT-FEM [Windows 8.1 with Bing]+[Microsoft Office Home and Business 2013] 

販売価格：29,800円～（税込） ※送料無料 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1189674.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150

910i02 

 

OS Windows 8.1 with Bing 32bit 

ビジネス統合ソフト

ウェア 

Microsoft Office Home and Business 2013 プリインストール PC版  

[Excel･Word･PowerPoint･OneNote] 

液晶 8.9型 WXGA(1280×800) 対応 LEDバックライトカラー液晶 マルチタッチ対応パネル 

プロセッサー インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F 

メインメモリ 2GB 

ストレージ 32GB (eMMC) 

カードリーダー micro SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む) 

内蔵カメラ 前面・背面：192万画素 

LAN IEEE802.11 b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth4.0 + LE 準拠モジュール 

キーボード 専用 USBキーボード付属 

http://www.pc-koubou.jp/pc/tablet_9p1150t.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150910i01
http://www.pc-koubou.jp/pc/tablet_9p1150t.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150910i01
http://www.pc-koubou.jp/goods/1189674.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150910i02
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8.9型タブレット「9P1150T-AT-FEM [Windows 8.1 with Bing]」（Office 無し）も好評発売中。 

 

●製品名 ：9P1150T-AT-FEM [Windows 8.1 with Bing] 

販売価格：24,400 円～（税込） ※送料無料 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1187872.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150

910i03 

 

サイズがひとまわり小さいタブレットをお探しの方には、8 型タブレットをオススメします。 

同じスペックで、Windows 8.1 with Bing 搭載 8 型液晶タブレット PCも同時発売中です。 

 

■『Windows 8.1 搭載 8型タブレット』 紹介ページ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/tablet_8p1150t.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p

150910i04 

 

iiyama PC で人気のタブレットが、ご使用用途や目的にあわせてご選択いただけ、今なら即納出荷に対

応しています。 

 

 

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 

 

文中の社名、製品名等は、各社の商標または登録商標である場合があります。 

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/ 

 

外部端子 USB2.0×1 ， micro HDMI×1 ， ヘッドフォン端子×1 

バッテリー持続時間 約 6時間 00分 

外形寸法 約幅 231mm×奥行 152mm×高さ 10.9mm 

重量 約 481g (タブレット本体のみ) 
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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 

 

mailto:order-webmaster@pc-koubou.co.jp

