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株式会社 ユニットコム 

 

iiyama PC、インテル® Celeron® プロセッサー 搭載 

17 型ノートパソコン発売 
 

 

※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、大画面で機能豊富な インテル® Celeron® プロセッサー 搭

載 17 型ノートパソコンを発売いたしました。 

 

■ 大画面で機能豊富な 17 型ノートパソコン 

CPU にインテル® Celeron® 4205U を搭載した 17 型ノートモデルです。大画面 17 型フル HD パネル、USB

コネクタ 4 ポート(USB3.0 Type-Cｘ1、USB3.0 ｘ1、USB2.0 ｘ2)、HDMI 出力端子、カードリーダー、

10 キー付フルサイズキーボードなど各種機能を備えております。 

大画面であるため動画視聴や資料作成など作業がしやすく、パーソナルユースからビジネスユースに

最適なノートパソコンです。 

 

◇ 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/celeron_note_17.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210726_2&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：STYLE-17FH045-C-UCCS [Windows 10 Home] 

販売価格：53,980 円（税別）～ / 59,378 円(税込) ～ 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=835397&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210726_2&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット / インテル® Celeron® 4205U / CPU 統合チップセット / DDR4-2133 

S.O.DIMM (PC4-17000) 4GB(4GB×1) / 240GB Serial-ATA SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® 

UHD グラフィックス 610 / 17.3 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) / 無

線:IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 / 有線:1000BASE-T LAN ポート 

 

 

【マンガ・イラスト制作向けモデル】 

●製品名：SENSE-17FH045-C-UCCS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT] 

販売価格：71,980 円（税別）～ / 79,178 円(税込) ～ 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=835360&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210726_2&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Celeron® 4205U / CPU 統合チップセット / DDR4-

2133 S.O.DIMM (PC4-17000) 8GB(4GB×2) / 240GB Serial-ATA SSD / DVD スーパーマルチ / インテ

ル® UHD グラフィックス 610 / 17.3 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) / 無

線:IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 / 有線:1000BASE-T LAN ポート / 【CLIP 

STUDIO PAINT PRO 2 年ライセンス付属】WACOM Intuos Small CTL-4100WL/K0 [4096 レベル筆圧対応

ペン] 

 

 

 



 

●製品名：SOLUTION-17FH045-C-UCFL [Office Personal 2019 SET] 

販売価格：73,960 円（税別）～ / 81,356 円(税込) ～ 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=835124&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210726_2&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット / インテル® Celeron® 4205U / CPU 統合チップセット / DDR4-2133 

S.O.DIMM (PC4-17000) 8GB(4GB×2) / 480GB Serial-ATA SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® 

UHD グラフィックス 610 / 17.3 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) / 無

線:IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 / 有線:1000BASE-T LAN ポート / 

Microsoft Office Personal 2019 [プリインストール PC 版] 

 

 

【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 


