2015 年 5 月 29 日
株式会社 ユニットコム

iiyamaPC、Windows 8.1を搭載した8型タブレット発売
〜先着1,000名様に32GB microSDカードをプレゼント！〜

※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、Windows 8.1 を搭載した 8 型のタブレットを発売いたします。
直感的な操作が可能なインターフェース、強化されたセキュリティやネットワーク機能などを兼ね備
えた Windows 8.1 with Bing を搭載。
「Office Home and Business 2013」搭載モデルは Word・Excel・Outlook・PowerPoint・OneNote が揃
って 25,800 円（税別）と、お手頃な価格設定。資料をクラウド上のオンラインストレージへ保存し、
外出先でデータを呼び出してプレゼンすることができたり、外出先でメールに添付された Office デー
タをその場で確認・編集できるなど、ビジネスシーンでの利用に最適な 1 台です
Office ソフトウェア非搭載モデルも 20,800 円（税別）で同時発売となり、ご利用用途に合わせてお選
びいただけます。

■先着で microSD カード（32GB）をプレゼント！
商品の発売を記念して、全国の店舗（パソコン工房・BUY MORE・グッドウィ
ル・ツートップ）と Web 通販サイトで「8P1150T-AT-FEM」をお買い求めのお
客様に、先着 1,000 名様限定で microSD カード（32GB）をプレゼントいたし
ます。
実施期間：2015 年 5 月 29 日(金)～無くなり次第終了

本体重量は、わずか370g。出張や旅行へも気軽に持ち運ぶことができ、使う場所も問いません。Windows
OSなので、Flashコンテンツを含めたWebページの閲覧が可能です。また、microUSB端子を搭載（付属
品のケーブルでフルサイズのUSB端子に変換可能）しているので、USBグッズ・周辺機器の接続してい
ただけます。
【 8 型タブレット「8P1150T-AT-FEM」の主なスペック 】
機種名

8P1150T-AT-FEM

OS

Windows 8.1 with Bing 32 ビット

CPU

Intel Atom プロセッサー Z3735F

ストレージ

32GB eMMC
液晶：8 型 WXGA グレア液晶(LED バックライト)

ディスプレイ

解像度：1280×800
パネル：静電容量方式マルチタッチ対応

カードリーダー

無線通信

発売場所

マルチカードリーダー
対応メディア：micro SD (SDXC,SDHC 含む)
IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0 + LE

パソコン工房 WEB 通販サイト
全国のパソコン工房店舗・グッドウィル店舗・BUY MORE 店舗・ツートップ店舗
全国の法人営業窓口

Windows 8.1 搭載の 8 型タブレットの紹介ページ
http://www.pc-koubou.jp/pc/tablet_8p1150t.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p15
0529i01
【 8型タブレット「8P1150T-AT-FEM」の特徴 】
■直感的な操作を可能にし、セキュリティ面も安心なWindows 8.1 with Bingを搭載
ライブタイルでアプリが表示される新しいスタート画面や、
直感的な操作を可能にするユーザーインターフェース、ま
た、強化されたセキュリティやネットワーク機能なども兼
ね備えられています。

■Webカメラは前面と背面の2箇所に搭載
前面と背面に192万画素のカメラを搭載。写真やビデオの撮
影はもちろん、家族や友人達とのビデオチャットもクリア
な画質でお楽しみいただけます。

■microSDカードスロットを搭載
microSDカードスロットを搭載しているので、内蔵ストレー
ジ（32GB）と同等以上の容量の追加が可能。データサイズ
の大きい写真や動画ファイルなどが蓄積されても、外部メ
ディアに保存できるので安心です。

■ワイヤレス接続
内蔵の無線LAN（WiFi）機能はIEEE802.11b/g/n規格に対応
し、家庭の無線LANや公衆アクセスポイントとの接続が可能
です。さらに、利便性の高いBluetooth® v4.0機能も内蔵し
ており、同機能対応のマウスやキーボード、ヘッドセット
など幅広い周辺機器を利用できます。

【製品詳細】
●製品名：8P1150T-AT-FEM＋Office
販売価格：25,800 円～（税別）/ 27,864 円～（税込）※送料無料
http://www.pc-koubou.jp/goods/1185205.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p15052
9i02
●製品名：8P1150T-AT-FEM
販売価格：20,800 円～（税別）/ 22,464 円～（税込）※送料無料
http://www.pc-koubou.jp/goods/1185281.html?utm_source=news&utm_medium=news&utm_campaign=n1
50529i03
【構成】
OS

Windows 8.1 with Bing 32 ビット

プロセッサー

Intel Atom プロセッサー Z3735F

メモリ

PC3-10600 DDR3L 2GB

ストレージ

32GB eMMC

外部出力端子

micro USB 2.0×1、mini HDMI×1、ヘッドフォン端子 (左側面×1)

カードリーダー

micro SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)

無線 LAN

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Bluetooth V4.0 + LE 準拠モジュール

主な付属品

AC アダプター / microUSB-USB 変換ケーブル / ファーストステップガイド /
保証書

電源

10W (5V), AC100V (50/60Hz)

サイズ

幅 207mm×奥行き 126.7 mm×高さ 10.1 mm

本体重量

約 370g (本体のみ)

ソフトウェア

Microsoft Office Home and Business 2013（Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013、
PowerPoint 2013、OneNote 2013)
※「8P1150T-AT-FEM＋Office」にのみ付属

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/

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
Tel

Web マーケティング営業 G

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

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

