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株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC SENSE∞、声優 井澤詩織 ＆ Photographer 中村ユタカ 

コラボクリエイターPC 発売を記念して、 

WEB クーポンやプレゼントキャンペーンを実施 
 

 

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、「iiyama PC」ブランド「SENSE∞(センス インフィニティ)」より、写真撮影をこよな

く愛する、人気声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC（Photographer 中村ユタカ氏監修）を発売いた

しました。 

 

■ 声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC 発売 

声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC は、写真撮影の師匠である Photographer 中村ユタカ氏監修の

もと、RAW 現像、レタッチなど、写真編集の過程において快適な作業が実現できるパソコンのスペック

を吟味したモデルです。高速な CPU とグラフィックスカードを搭載したデスクトップパソコン、持ち

運びに便利なノートパソコンなど、幅広いラインナップをご用意しております。 

 

■ 発売記念キャンペーン 

声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC（Photographer 中村ユタカ氏監修）発売を記念して、オリジナ

ル壁紙・井澤詩織が撮影した写真データのプレゼントや 5,000 円 OFF WEB クーポンコード配布、井澤

詩織のサイン入りコラボクリエイターノートパソコンが当たる SNS プレゼントキャンペーンなどを実

施いたします。 

ぜひこの機会に、お買い求めください。 



◇ 声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC（Photographer 中村ユタカ氏監修）特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/shiori_izawa.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220413_1&utm_content=nonpay 

 

■ 5,000 円 OFF WEB クーポンコード配布 

声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC で使える 5,000円 OFF WEB クーポンコードを配布中です。この

機会にぜひ WEB クーポンコードをご利用ください。 

クーポン有効期限：2022 年 4 月 26 日（火）13：59まで 

WEB クーポンコード：STAM5000 

WEB クーポンコードの使い方 https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php 

 

※WEB クーポンコードのご利用にはパソコン工房 WEB 会員登録が必要となります。 

※当 WEB クーポンコードはおひとり様 1 回限り、対象パソコン 5 台までお値引きが可能です。 

 

■ 購入特典 

◇ 特典① 井澤詩織が撮影した写真データをプレゼント 

 

（井澤詩織が撮影した写真データのサンプル） 

 

声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC をご購入いただいた方にもれなく井澤詩織が撮影した写真デー

タをプレゼントいたします。ここでしか手に入らない豪華な特典となっております。 

 

※井澤詩織が撮影した写真データ計 29 枚（壁紙ではございません） 

※井澤詩織が撮影した写真データは後日ダウンロードが可能となります。ダウンロードが可能になり

ましたら@SENSE_INF よりお知らせいたします。 

 

 

 

 

 



◇ 特典② オリジナル壁紙プレゼント 

 

（オリジナル壁紙のサンプル） 

 

声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC をご購入いただいた方にもれなくオリジナル壁紙をプレゼント

いたします。 

 

※井澤詩織、中村ユタカ撮影壁紙：9 枚 ※井澤詩織オリジナル PC/スマホ壁紙：各 3 枚 

※Windows 11 搭載モデルの壁紙は後日ダウンロード可能となります。 

 

■ SNS プレゼントキャンペーン 

◇ 限定 1 名様！抽選で井澤詩織のサイン入り 声優 井澤詩織 コラボクリエイターノートパソコンを

プレゼント 

Twitter と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で 1 名様に、井澤詩織のサイン入り 声優 

井澤詩織 コラボクリエイターノートパソコンをプレゼントいたします。 

 

賞品：井澤詩織のサイン入り声優 コラボクリエイターノートパソコン（1 名様） 

 

【Twitter からの応募方法】 

1. 井澤詩織の弟子、はじめました公式 Twitter（@desihazi）と SENSE∞ (センス インフィニティ)【公

式】Twitter（@SENSE_INF）をフォロー 

2.@SENSE_INF から発信のキャンペーンツイートを、ハッシュタグ「#ShioriIzawaxSENSE」を付けて引

用リツイートすればエントリー完了 

 

【Instagram からの応募方法】 

1.SENSE∞ 公式 Instagram（@sense_inf）を フォロー 

2.キャンペーン投稿をいいねでエントリー完了 

 

【応募期間】2022 年 4 月 13 日（水）14:00～2022 年 4 月 26 日（火）13:59 まで 



【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。 

【ご注意】DM が無効（ブロックをされている等）の場合、DM やアンケートフォームにご返信を頂けな

い場合、当選は無効となります。 

 

■ 井澤詩織 プロフィール 

愛称はしーたむ/しーちゃん 

趣味で 10 年以上前からカメラを始める。 

愛機は PENTAX K1、PENTAX KS1、PENTAX K-r、PENTAXQ、PENTAX MX-1、OLYMPUS PENmini、SONYα6600、

SONYα5000、SONYZV1etc… 

被写体は主に人物。時々星も撮影する。 

多趣味で妖怪検定や深海生物検定なども取得。 

 

代表作 

・ヘボット！（ヘボット） 

・メイドインアビス（ナナチ） 

・ガールズ&パンツァー(そど子) 

・ウィッチクラフトワークス（倉石たんぽぽ） 

・Tokyo 7th シスターズ（芹沢モモカ） 

 

■ 中村ユタカ プロフィール 

略歴 

平成 15 年 9 月 ParisPhoto-EcoleSpeos（パリ写真専門学校）入学 

富裕層向け情報誌『ACT4』（IMPRESARIO 社・隔月刊）にてデビュー 

平成 16 年 2 月 FranceVogue 誌主催の LorealPhotoConcours にて優勝 

平成 16 年 6 月 ParisPhoto-EcoleSpeos を成績優秀で卒業 

平成 16 年 7 月 Photographer（フリーランス）として活動開始 

 

代表作 

●KOKIA：album『REALWORLD』『MusiquealaCarte』ジャケット写真撮影 

 コンサート、アーティスト写真撮影、写真集『REAL WORLD』『COLOR OF LIFE』撮影 

●末光篤 a.k.a. Suemitsu&The Suemith：CD ジャケット写真、ライブ撮影 

●手嶌葵：コンサート写真撮影 

●太川陽介：ALBUM『時の旅人』ジャケット撮影 

●松本伊代：ALBUM『トレジャー・ヴォイス』ジャケット撮影 

●ミルキィホームズ：ライブ、CD ジャケット写真、アーティスト写真撮影 

●μ's from Love Live!：ライブ、アーティスト、SSA4thLive パンフレット撮影 

●鈴木このみ：ライブ撮影、1stALBUM『17』ジャケット撮影 

●アニサマ：パンフレット撮影、ライブ撮影 

●Poppin' Party from バンドリ！：アーティスト写真、ライブ写真撮影 

●Roselia：アーティスト写真、ライブ写真撮影 

●レヴュースタァライト：アーティスト写真、ライブ写真、舞台写真撮影 

●アサルトリリィ：パンフレット写真、ライブ写真、舞台写真撮影 

●声優事務所・芸能事務所所属アーティストの宣材、アーティスト写真 

 

 



井澤詩織の、弟子はじめました 

人気声優で、写真撮影をこよなく愛する井澤詩織さんが、Photographer の中村ユタカさんに弟子入り。

カメラのテクニックを学んでいこう！という YouTube チャンネルです。 

 

井澤詩織 公式 Twitter 

https://twitter.com/shiori_izawa 

 

井澤詩織の、弟子はじめました 公式 YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCq7Cy5DwpSOtkEdxR3YSVnQ 

 

井澤詩織の、弟子はじめました 公式 Twitter 

https://twitter.com/desihazi 

 

■ モデルのご紹介 

下記は、声優 井澤詩織 コラボクリエイターPC のモデル例になります。他にも複数のラインナップを

ご用意しております。 

 

【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-F0X6-LCR58X-SAX-STAM [Windows 10 Home] 

販売価格：243,980 円 

※モニターは別売りです。 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=890992&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220413_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 7 5800X / AMD X570 / DDR4-3200 DIMM (PC4-

25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / GeForce RTX™ 3060 Ti 

8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 

 



 

製品名：SENSE-14FH057-i7-UXFX-STAM [Windows 10 Home] 

販売価格：121,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=887895&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220413_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-1165G7 / CPU 統合チップセット / 

DDR4-3200 (PC4-25600) 16GB(オンボード+8GB×1) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭

載 / インテル® Iris® Xe グラフィックス / 14 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) 

 

 

製品名：SENSE-15FR170-i7-TASX-STAM [Windows 10 Home] 

販売価格：237,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=887899&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220413_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11800H / インテル® HM570 / DDR4-3200 

S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce 

RTX™ 3070 8GB GDDR6 / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) 

 

 

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。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。 

 



 

【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   iiyama PC（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、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタ

ル、メモリアーカイブサービス 

 

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 


