2020 年 10 月 2 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC より、デスクトップ向け 第 10 世代 インテル® Core™
プロセッサーを搭載した 15 型ノートパソコンを発売！
～ デスクトップの性能をノートパソコンで実現 ～

※画像はイメージです。

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」ブランドより、デスクトップ向け 第 10 世代 インテル® Core™ プロセッ
サーを搭載した 15 型ノートパソコンを発売いたしました。
■ 演算処理性能に優れたデスクトップ CPU 搭載
省電力、低発熱を要求されるノートパソコンで使用されるモバイル C
PU に対し、デスクトップ CPU は消費電力や発熱が高まる分、高い動
作クロックとコア数を持つため、CPU パフォーマンスを必要とする作
業に最適です。モニタを含めたデスクトップパソコンと比べて小さな
設置スペースで導入でき、バッテリー駆動でも動作するため持ち運び
にも利用できるなど、省スペース性を重視しつつも CPU パフォーマン
スを必要とされる方におすすめのノートパソコンです。
◆ デスクトップ向け 第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載 ノートパソコン特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/desk_cpu_notepc.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201002_1&utm_content=nonpay

■ 第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載
第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサーは、Core™ i9 プロセッサ
ーではコア数・スレッド数がともに増加し、Core™ i7 プロセッサー・
Core™ i5 プロセッサー・Core™ i3 プロセッサーではインテル® Hyp
er-Threading テクノロジーに対応しスレッド数が増加しました。コ
ア数やスレッド数が増加したことで、ゲーミングやクリエイティブと
いったマルチスレッド性能が求められる用途で大きくパフォーマン
スアップします。
【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-15FH040-i3-UHES [Windows 10 Home]
販売価格 ：71,980 円～（税別）/ 79,178 円～（税込）
※2020/10/27(火)14:00 までのセール期間中
販売価格：67,980 円～（税別）/ 74,778 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=762140&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201002_1&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP]

プロセッサー

インテル® Core™ i3-10100

チップセット

インテル® H410

メモリ

DDR4-2666 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

240GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

UHD Graphics 630

液晶

15.6 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット)

無線 LAN

IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0

●製品名 ：SOLUTION-15FH040-i5-UHES [Windows 10 Home]
販売価格 ：81,980 円～（税別）/ 90,178 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=762651&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201002_1&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP]

プロセッサー

インテル® Core™ i5-10400

チップセット

インテル® H410

メモリ

DDR4-2666 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

480GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

UHD Graphics 630

液晶

15.6 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット)

無線 LAN

IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0

●製品名 ：SENSE-15FH040-i7-UHEX [Windows 10 Home]
販売価格 ：103,980 円～（税別）/ 114,378 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=762171&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201002_1&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-10700

チップセット

インテル® H410

メモリ

DDR4-2666 SO-DIMM 8GB×2(計 16GB)

M.2 SSD

500GB M.2 SSD / NVMe 対応

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

UHD Graphics 630

液晶

15.6 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット)

無線 LAN

IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0

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

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

