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株式会社 ユニットコム 

 

iiyama PC より、第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載 

光学ドライブ内蔵 15 型ノートパソコン発売 
 

 
 

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、第 11 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載し、光学

ドライブを内蔵した 15 型ノートパソコンを発売いたしました。 

 

■ 光学ドライブ内蔵 15 型ノートパソコン 

光学ドライブ（DVD スーパーマルチドライブ）を内蔵しており、外付けのドライブを別途用意する必要

がありません。DVD の再生※や音楽鑑賞などを楽しめるのはもちろん、ディスク形式のソフトウェア・

ドライバのインストールやデータのバックアップも可能です。 

※ソフトウェアが別途必要です。 

 

◇ 光学ドライブ内蔵 15 型ノートパソコン 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/note_15inch_optical_drive.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220113_2&utm_content=nonpay 

 

 

 

 

 

 

 



■ あらゆる性能を向上させた第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー 

 

第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーでは、電力効率

が改善された新しい Core™アーキテクチャとなり、省電力性能が向上

し、より少ない電力でも高い動作クロックで動作するようになりまし

た。キャッシュメモリも増量されており、1 コア当りの L2 キャッシュ

メモリの容量は 512KB から 1280KB に、1 コア当りの L3 キャッシュメ

モリは 2MB から 3MB に増えています。内蔵グラフィックス性能も大幅

に強化されており、省電力でありながらもゲーミング性能を有するプ

ロセッサーとなっています。 

 

【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-15FH121-i3-UXDX [Windows 11 Home] 

販売価格：68,880 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862009&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220113_2&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i3-1115G4 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM 

(PC4-25600) 8GB(8GB×1) / 250GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® UHD グラ

フィックス / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) 

 

 

製品名：LEVEL-15FH121-i7-UXSX [Windows 11 Home] 

販売価格：98,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862101&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220113_2&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i7-1165G7 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM 

(PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® Iris® Xe 

グラフィックス / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) 



 

 

製品名：SENSE-15FH121-i5-UXRX [Windows 11 Home] 

販売価格：92,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862446&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220113_2&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i5-1135G7 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM 

(PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® Iris® Xe 

グラフィックス / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) 

 

 

製品名：SOLUTION-15FH121-i3-UXSX [Office Personal 2021 SET] 

販売価格：97,680 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862451&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220113_2&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i3-1115G4 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM 

(PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® UHD グラ

フィックス / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) / Microsoft Office 

Personal 2021 [プリインストール PC 版] 

 

 

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 : 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 


