2017 年 4 月 27 日

株式会社 ユニットコム

iiyama PC、
「STYLE∞（スタイル インフィニティ）
」より
高性能な小型パソコンを発売

※画像はイメージです。

パソコン工房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「STYLE∞（スタイル インフィニティ）」I-Class より、
高性能な小型サイズパソコンを 2017 年 4 月 27 日(木)より発売いたしました。
■小型に秘められた高性能
当社スリムケース筐体の容積 15.2 リットルと比較して、15 分の 1 以下となる 1 リットルの筐体サイ
ズに同等のスペックを搭載しました。省スペースながらも、第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー
や高速無線 LAN 機能を搭載する他、SDXC 対応の microSD カードリーダーや USB3.0 ポートなどパソコ
ンを利用する上で便利な機能がしっかりと小さな筐体に盛り込まれています。ご家庭のリビングでの
動画視聴や共用スペースでの事務端末として、場所を取らずに高い基本性能で活躍します。
■第 7 世代インテル® Core™プロセッサー搭載
パワフルな処理能力を持つデスクトップ向け CPU は、動画データの変換や Office ソフトの利用などの
処理を快適にこなすのはもちろん、4K 映像のプレミアムコンテンツに対応するなど、様々な場面で優
れた パフォーマンスを発揮します。
■小型ながらもツインドライブに対応！
小型ながらも SSD と HDD の 2 つの記憶デバイスを搭載が可能です。SSD と HDD の 2 つを利用することで、
高速起動と大容量のデータ保存を両立し、パソコン上でのデータ運用を効率よくこなせます。
パソコン工房では、ツインドライブ標準モデル『 STYLE-IL11-i5S-HNV 』と『 STYLE-IL11-i7S-HNV 』

も同時発売いたします。

【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 ：STYLE-IL11-i3S-HN [Windows 10 Home]
販売価格 ：64,980 円～（税別）/

70,178 円～（税込）

商品 URL ：
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=589875&utm_source=pr&utm_medium=p170427_2&utm_campaign=i01

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i3-7100T

チップセット

インテル® H110 Express

メモリ

DDR4-2400 SO-DIMM 8GB×1(計 8GB)

HDD

500GB HDD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 630(CPU 統合グラフィックス)

電源

90W[AC アダプター]

重量

約 1.3kg

サイズ

約幅 174mm×奥行 182mm×高さ 36mm ※最大突起物除く

●製品名 ：STYLE-IL11-i5S-HN [Windows 10 Home]
販売価格 ：76,980 円～（税別）/

83,138 円～（税込）

商品 URL ：
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=589877&utm_source=pr&utm_medium=p170427_2&utm_campaign=i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i5-7500T

チップセット

インテル® H110 Express

メモリ

DDR4-2400 SO-DIMM 8GB×1(計 8GB)

HDD

500GB HDD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 630(CPU 統合グラフィックス)

電源

90W[AC アダプター]

重量

約 1.3kg

サイズ

約幅 174mm×奥行 182mm×高さ 36mm ※最大突起物除く

●製品名 ：STYLE-IL11-i7S-HN [Windows 10 Home]
販売価格 ：92,980 円～（税別）/

100,418 円～（税込）

商品 URL ：
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=589882&utm_source=pr&utm_medium=p170427_2&utm_campaign=i03

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-7700T

チップセット

インテル® H110 Express

メモリ

DDR4-2400 SO-DIMM 8GB×1(計 8GB)

HDD

1TB HDD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

インテル® HD Graphics 630(CPU 統合グラフィックス)

電源

90W[AC アダプター]

重量

約 1.3kg

サイズ

約幅 174mm×奥行 182mm×高さ 36mm ※最大突起物除く

□小さくても高性能なブックサイズパソコン STYLE∞ I-Class
https://www.pc-koubou.jp/pc/style_infinity_i.php?utm_source=pr&utm_medium=p170427_2&utm_campaign=i04

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

