2016 年 6 月 8 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC、
「SENSE∞（センス インフィニティ）
」より、
「Adobe Photoshop」で快適に 3D データ作成が可能なパソコンを発売
～『 PC Watch×SENSE∞ 』コラボレーションモデル～

※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「SENSE∞ (センス インフィニティ)」より、「Adobe Photoshop」で快適に 3D
データ作成が可能なデスクトップパソコン『 Sen-M015-i5-HCS-PSCC 』
『 Sen-RA09-i7EK-NX-PSCC 』
とノートパソコン『 Sen-15FH045-i5T-FES-PSCC 』の発売を開始いたしました。
■Adobe Photoshop で作ろう 3D プリンタ向けデータ!
Adobe Photoshop は、写真の編集からイラストの作成まで、画像にかかわるありとあらゆる作業がで
きる画像編集ソフトウェアです。最新版の「Photoshop CC 2015」には、
「3D 編集機能」と「3D プリ
ンタへの出力機能」が搭載されており、手書きの文字やイラストを簡単に 3D データ化することがで
きます。
■Adobe Photoshop で 3D データ作成に最適なパソコン特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/sence_infinity_photoshop_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&ut
m_campaign=p160608_1i01
■3D プリンタがなくても OK！様々な素材で 3D プリントしてみよう！
株式会社カブクが運営する“ものづくりプラットホーム「Rinkak」”をつかえば、作成したデータを
アップロードして注文するだけで 3D プリントが可能。さらに素材は石膏をはじめ、金属や木材、陶
器など豊富な種類から選べます。PC とソフト、あとはあなたのアイディアで、世界に 1 つしかないオ
リジナル商品を高いクォリティで製作することができます！
ものづくりプラットホーム「Rinkak」はこちら
https://www.rinkak.com/

■インテル® Core™プロセッサー搭載
エントリーモデルとなる「Sen-M015-i5-HCS-PSCC」とノートパソコン「Sen-15FH045-i5T-FES-PSCC」
には「Skylake」アーキテクチャを採用した第 6 世代インテル® Core™プロセッサーを搭載。またハイ
エンドモデルである「Sen-RA09-i7EK-NX-PSCC」には最新の「Haswell-E」アーキテクチャ採用の
「Core i7-5820K」を搭載しました。どちらも事務作業や動画視聴などはもちろん、複数のソフトウ
ェアを同時に使用してもストレスを感じることなくお使いいただけます。
■【パソコン実験工房】にて徹底検証
「Adobe Photoshop」での 3D データ作成に最適なパソコンははたしてどんなスペックか。様々な視点
から検証を重ね導き出した答えは？検証結果とともに、パソコン製品化までの過程を詳しくご覧いた
だけます。
パソコン実験工房「Adobe Photoshop で 3D プリントデータを快適に作れる PC の仕様を探る:前編」
https://www.pc-koubou.jp/blog/3dprinter_photoshop.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp
aign=p160608_1i02
パソコン実験工房「Adobe Photoshop で 3D プリントデータを快適に作れる PC の仕様を探る:後編」
https://www.pc-koubou.jp/blog/3dprinter_photoshop_02.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c
ampaign=p160608_1i03

【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

●製品名 ：Sen-M015-i5-HCS-PSCC [Windows 10 Home]
販売価格 ：87,980 円～（税別）/

95,018 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=583381&utm_source=pr&utm_medium=pr
&utm_campaign=p160608_1i04

OS

Windows 10 Home 64 ビット (DSP)

プロセッサー

インテル® Core™ i5-6500

チップセット

インテル® H170 Express [ASUS H170M-PLUS]

メモリ

DDR4-2133 8GB×2(計 16GB)

SSD

250GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィック

インテル® HD Graphics 530(CPU 統合グラフィックス)

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

●製品名 ：Sen-RA09-i7EK-NX-PSCC [Windows 10 Home]
販売価格 ：163,980 円～（税別）/ 177,098 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=583384&utm_source=pr&utm_medium=pr
&utm_campaign=p160608_1i05

OS

Windows 10 Home 64 ビット (DSP)

プロセッサー

インテル® Core™ i7-5820K

チップセット

インテル® X99 Express [ASUS X99-A]

メモリ

DDR4-2133 4GB×4(計 16GB)

SSD

250GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 750 Ti 2GB GDDR5

電源

700W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名 ：Sen-15FH045-i5T-FES-PSCC [Windows 10 Home]
販売価格 ：108,980 円～（税別）/ 117,698 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=583383&utm_source=pr&utm_medium=pr
&utm_campaign=p160608_1i06

OS

Windows 10 Home 64 ビット

液晶

15.6 型 フル HD(1920×1080 ドット)対応 非光沢カラー液晶

プロセッサー

インテル® Core™ i5-6500T

チップセット

インテル® H170 Express

メモリ

DDR3L-1600 SO-DIMM 8GB×2(計 16GB) 低電圧専用

SSD

250GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

8 倍速 DVD スーパーマルチドライブ

グラフィック

インテル® HD Graphics 530(CPU 統合グラフィックス)

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 2×2 Dual Band 無線 LAN + Bluetooth 4.2 [本体内蔵]

■SENSE∞ (センス インフィニティ)とは
クリエイター向けパソコン「SENSE∞（センス インフィニティ）
」は、より快適に・より安心して画
像や動画の編集作業が行えるように、制作現場やソフトウェア・ハードウェアメーカーとの連携によ
る、確かなリサーチをバックボーンにモデル構成を企画しています。
クリエイターパソコン
https://www.pc-koubou.jp/pc/aex.php

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

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

※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
※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 :

https://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

