
プレスリリースのご案内 

報道関係者各位                          2014年 3月 14日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

「iiyama PC」 の JAPAN QUALITYを見て、触って、体験できる「iiyama Store」 

を大阪日本橋「パソコン工房 本店」内に 3月 21日(金)オープン。 

「iiyama Store 大阪」オープンモデル 3機種を限定販売 
 

 

 

 

※画像はイメージです。 

全国でパソコン工房・グッドウィル・バイモア・ツートップを展開する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、3 月 21 日（金）に信頼の JAPAN QUALITY 「iiyama PC」を見て、触って、体験
できる「iiyama Store 大阪」を、同日移転新装オープンとなる大阪日本橋 「パソコン工房 本店」内に同時オ
ープン致します。 

「iiyama Store」は BUY MORE 秋葉原本店に続き 2 店舗目のオープンとなり、iiyama PC の「信頼の JAPAN 
QUALITY」を実際に見て触って体験していただける iiyama PC の専門店となります。 
 また、今回オープンする「iiyama Store 大阪」では、今回のオープンを記念し、数量限定の「iiyama Store大阪」
オープンモデル 3 機種を販売致します。 
 「iiyama Store 大阪」オープンモデル「GS7000-i7-ISSP」は 20 台、「MN5030-i5-ISSP」は 20 台、
「MN5010-i7-ISSP」は 30 台の各限定数量のみ、「iiyama Store 大阪」で 3 月 21 日（金）の開店より販売開始
致します。 
 

リリース配信可能日：  2014 年 3 月 14 日(金)  
「iiyama Store 大阪」オープン日： 2014 年 3 月 21 日(金)  
□iiyama PC オフィシャルサイト 

http://www.iiyama-pc.jp/ 
□パソコン工房 本店移転告知のプレスリリース 

http://www.unitcom.co.jp/info/press/2014030701.pdf 

□iiyama Store 大阪 へのアクセス 
〒556-0005 
大阪府大阪市浪速区日本橋 4-15-17 1F 
（パソコン工房本店ビル 1F） 

http://www.iiyama-pc.jp/
http://www.unitcom.co.jp/info/press/2014030701.pdf


 

 

□「iiyama Store 大阪」オープンモデル 
*パソコン工房 Web/パソコン工房各店等での取り扱いは致しません。 
*3 月 21 日(金)オープン iiyama Store 大阪のみでの販売となります。 
*表記の各限定数量のみの販売となります。 
【GS7000-i7-ISSP】 20 台限定 
販売価格 94,980 円（税別） 
（税込価格 99,540 円） 

 
【MN5030-i5-ISSP】 20 台限定 
販売価格 75,980 円（税別） 
（税込価格 79,590 円） 

 
【MN5010-i7-ISSP】 30 台限定 
販売価格 69,980 円（税別） 
（税込価格 73,290 円） 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i7 4770 プロセッサー 

マザーボード インテル® Z87 Express チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード GeForce GTX660 2GB 

HDD 1TB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミドルタワータイプ 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i5 4440 プロセッサー 

マザーボード インテル® H87 Express チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード GeForce GTX750 1GB 

HDD 1TB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i7 4770 プロセッサー 



※一部パーツ及びパソコンは海外での生産を行っております。 

 
【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 
 

本リースに関するお問い合わせ先 
株式会社ユニットコム 販促企画部 
Tel : 06-6647-6077 / Fax : 06-6647-6099 
E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp 

マザーボード インテル® H81 Express チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード インテル® HD グラフィックス 4600 

HDD 1TB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
http://www.sellmore.jp/

