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株式会社 ユニットコム 
 

パソコン工房、トレーディング専用パソコン「kabu パソ」シリーズ 

iiyama 製 23.6 型モニタセットモデルに一新 
 

 

※画像は 6 画面モデルのイメージです。 

パソコン工房・グット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、パソコン工房 Web サイトにて販売中の株取引・トレーディング専用パソコン「kabu パ

ソ」シリーズについて、iiyama 製 23.6 型モニタをセットにしたモデルに一新いたしました。 

 

基本の 1 画面モデル（kabu パソ Lite）、複数作業向けの 2 画面モデル、さらに上位の 4 画面モデル・6

画面モデルをラインナップしており、訪問設置 / 設定サービスがワンパッケージとなっています。 

※kabu パソ Lite は、訪問設置設定作業がオプションサービス(有償)となります。 

 

◆ 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/kabu.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210720_1&utm_content=nonpay 

 

【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：PRO-kabu.Lite v10【1 画面モデル】 

販売価格 ：89,980 円～（税別）/ 98,978 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=830531&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210720_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Pro 64 ビット [DSP 版] / インテル® Pentium® Gold G6400 / インテル® B560 / DDR4-2666 DIMM 

(PC4-21300) 8GB(8GB×1) / 250GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ / インテル® UHD グラフィックス 610 

/ スリムタイプ / microATX / 400W 80PLUS® BRONZE 認証 TFX電源 / 【23.6 型】iiyama ProLite X2474HS-2 [1920

×1080/VA・非光沢]×1 台 

 

 

●製品名 ：PRO-kabu.2 v10【2 画面モデル】 

販売価格 ：139,980 円～（税別）/ 153,978 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=830535&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210720_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Pro 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i5-11400 / インテル® B560 / DDR4-2933 DIMM (PC4-23400) 

8GB(8GB×1) / 250GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® UHD グラフィックス 730 / スリム

タイプ / microATX / 400W 80PLUS® BRONZE 認証 TFX 電源 / 【23.6 型】iiyama ProLite X2474HS-2 [1920×1080/VA・

非光沢]×2 台 

 

 

●製品名 ：PRO-kabu.4 v10【4 画面モデル】 

販売価格 ：209,980 円～（税別）/ 230,978 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=830537&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210720_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Pro 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i5-11400 / インテル® B560 / DDR4-2933 DIMM (PC4-23400) 

8GB(8GB×1) / 250GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / GeForce® GT 1030 2GB / スリムタイプ / microATX 

/ 400W 80PLUS® BRONZE 認証 TFX 電源 /【23.6 型】iiyama ProLite X2474HS-2 [1920×1080/VA・非光沢]×4 台 



 

 

●製品名 ：PRO-kabu.6 v10【6 画面モデル】 

販売価格 ：299,980 円～（税別）/ 329,978 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=830545&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210720_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Pro 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11700 / インテル® B560 / DDR4-2933 DIMM (PC4-23400) 

16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / Quadro® P620 2GB GDDR5 / ミニタワー / microATX 

/ 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 /【23.6 型】iiyama ProLite X2474HS-2 [1920×1080/VA・非光沢]×6 台 

 

 

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 : https://www.goodwill.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 


