2017 年 6 月 27 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
ニコ生・YouTuber 向けパソコンを発売

※画像はイメージです。

パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、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、超小型 NUC プラットフォームを採用したニコ生・YouTuber 向けパソコンの販売を開始しました。
ニコ生・YouTuber 向けパソコンは、これからニコニコ生放送や YouTube Live を始める初心者の方か
ら、高ビットレート設定での配信やニコニコ生放送、YouTube Live と並行してツイキャス、Twitch 等
との同時配信を行うアドバンスドユーザーまで動画の配信をより快適に行えるよう企画されたクリエ
イターパソコンです。
■スタイリッシュな作業環境を実現する超小型 NUC プラットフォーム採用
ニコ生・YouTuber 向けパソコンには、ミキサーとセットで卓上においても邪魔にならないコンパクト
さと、ノートパソコンよりも高い拡張性が魅力の「インテル® NUC」を採用。モニタの後ろに設置する
ことも可能で、省スペースかつスタイリッシュな作業環境を実現します。さらに静音性にも優れ、気に
なるノイズの発生がほとんどありません。
■インテル® 第 7 世代 Core™ シリーズ省電力プロセッサー搭載
「ニコ生・YouTuber 向け PC」では、ライブ配信を十分にこなすために必要な性能を検証した結果、ノ

ートパソコンでも使用されるハイパワーかつ省電力性に優れた CPU を採用しました。
■高速起動と快適性をもたらす SSD を採用
快適性を追求し、記憶ドライブにはハードディスクと比較しデータの読書き速度が大きく向上した
「SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）
」を搭載。騒音もゼロなため、動画配信の邪魔になりません。

【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：SENSE-CNK3-i3-HMS-VT [Windows 10 Home]
販売価格：82,980 円～（税別）/ 89,618 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=590580&utm_source=pr&utm_medium=p170627_1&utm_campaign=i01

OS

Windows 10 Home 64 ビット[DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i3-7100U

チップセット

インテル® CPU 統合チップセット

メモリ

DDR4-2133 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

240GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

光学ドライブ非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 620 (CPU 統合グラフィックス)

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth 4.2

ケース

コンパクト NUC ケース [VESA マウント規格対応・65W AC アダプター]

●製品名：SENSE-CNK5-i5-HGS-VT [Windows 10 Home]
販売価格：97,980 円～（税別）/ 105,818 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=590584&utm_source=pr&utm_medium=p170627_1&utm_campaign=i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット[DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i5-7260U

チップセット

インテル® CPU 統合チップセット

メモリ

DDR4-2133 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

240GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

光学ドライブ非搭載

グラフィック

インテル® Iris™ Plus Graphics 640 (CPU 統合グラフィックス)

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth 4.2

ケース

コンパクト NUC ケース [VESA マウント規格対応・65W AC アダプター]

●製品名：SENSE-CNK7-i7-HGS-VT [Windows 10 Home]
販売価格：112,980 円～（税別）/ 122,018 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=590585&utm_source=pr&utm_medium=p170627_1&utm_campaign=i03

OS

Windows 10 Home 64 ビット[DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-7567U

チップセット

インテル® CPU 統合チップセット

メモリ

DDR4-2133 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

240GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

光学ドライブ非搭載

グラフィック

インテル® Iris™ Plus Graphics 650 (CPU 統合グラフィックス)

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応ワイヤレス LAN + Bluetooth 4.2

ケース

コンパクト NUC ケース [VESA マウント規格対応・65W AC アダプター]

◇ 動画配信向けパソコン | ニコ生・YouTuber 向けパソコン特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/stream.php?utm_source=pr&utm_medium=p170627_1&utm_campaign=i04

■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/

セルモア

URL :

http://www.sellmore.jp/

代表者

代表取締役 端田 泰三

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

