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株式会社 ユニットコム 

 

パソコン工房より、ビジネスシーンで活躍する 

ミニタワーサーバー6 機種を発売開始 
 

 

 

※画像はイメージです。 

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、パソコン工房ブランドにおいて、

ビジネスシーンで活躍するミニタワーサーバー6 機種を発売開始しました。 

 

『bz-TX1310M1-C-SVE』はプロセッサーに Celeron G1820、メモリに 2GB、500GB の HDD を搭載しています。 

『bz-TX1310M1-C-SVH』はプロセッサーに Celeron G1820、メモリに 8GB、500GB の HDD を合計 3 台搭載し

ています。 

『bz-TX1310M1-C-SVS』はプロセッサーに Celeron G1820、メモリに 8GB、1TB の HDD を合計 3 台搭載してい

ます。 

『bz-TX1310M1-X-SVE』はプロセッサーにXeon E3-1226v3、メモリに4GB、500GBのHDDを搭載しています。 

『bz-TX1310M1-X-SVH』はプロセッサーに Xeon E3-1226v3、メモリに 4GB、500GB の HDD を合計 3 台搭載し

ています。 

『bz-TX1310M1-X-SVS』はプロセッサーに Xeon E3-1226v3、メモリに 4GB、1TB の HDD を合計 3 台搭載して

います。 

なお、上記いずれのモデルでも Windows Server2008 または 2012 が選択可能となっております。 

 



■国内サーバー市場でシェア NO.1※の富士通 PRIMERGY をベースとしたエントリーサーバー 

「Tuned by TWOTOP」の富士通 PRIMERGY ビジネスサーバーシリーズは、国内のサーバー市場を知り尽くし

た富士通のベストセラーPC サーバー「PRIMERGY」をベースに、Tuned by TWOTOP が豊富な BTO パソコン実

績を生かし、独自に組込・検査を行った当社が保証するカスタムモデルラインナップです。 小規模～中規模

ビジネス向けに、信頼性とメンテナンス性に優れた PC サーバーを、お求めやすい価格でご提供して参ります。

また、お客様の用途に応じてお選び頂けるよう、各モデルに用途テーマを設けております。 

※IT 専門調査会社 IDC Japan 調べ。サーバー全体（出荷金額）では 2007 年から 7 年連続シェア No.1、x86 サーバー市場（出荷台数）

では 1992 年の発売以来初めてのシェア No.1 

※本パソコンに関しては、ピックアップ修理サービス標準セット対象外となります。 

※本体の基本構成部分は富士通株式会社の保証規定に準じますが、増設パーツ、OS 部分については弊社保証となります。 

 

■「Tuned by TWOTOP」とは 

TWOTOP として長年にわたり培ってきたパソコンのプロとしての目線を最大限に生かし、「ビジネス」「クリエ

イター」「プロ」の 3 つのキーワードを明確なテーマとして、スペック・部材にこだわった用途提案型の BTO パソ

コンが「Tuned by TWOTOP」です。 

 

BTO(Build to Order=受注後生産方式)に対応しているので、ユーザーのご要望に沿った形でのスペック変

更、大容量メモリなどに変更可能です。 

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。 
 

 

リリース配信可能日:   2014年 10月 9日(木) 

発売開始日：          2014年 10月 9日(木) 

 

□パソコン工房のホームページ 

http://www.pc-koubou.jp/ 

□パソコン工房 製品情報 

・bz-TX1310M1-C-SVE 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1csve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p01 

・bz-TX1310M1-C-SVH 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1csvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p02 

・bz-TX1310M1-C-SVS 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1csvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p03 

・bz-TX1310M1-X-SVE 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1xsve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p04 

・bz-TX1310M1-X-SVH 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1xsvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p05 

・bz-TX1310M1-X-SVS 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1xsvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c
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ampaign=p141009p06 

 

 

製品名: 

bz-TX1310M1-C-SVE 

販売価格 36,980 円（税別） 

39,939円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1csve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p01 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

bz-TX1310M1-C-SVH 

販売価格 59,980 円（税別） 

64,779円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1csvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p02 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

bz-TX1310M1-C-SVS 

販売価格 89,980 円（税別） 

97,179円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1csvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p03 

【BTO 初期構成】 

OS OS なし(Windows Server 選択可能) 

プロセッサー Intel® Celeron G1820 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ 2GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス) 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 250W 80PLUS 

OS OS なし(Windows Server 選択可能) 

プロセッサー Intel® Celeron G1820 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス) 

HDD 500GB×3 台 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 250W 80PLUS 

OS OS なし(Windows Server 選択可能) 
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製品名: 

bz-TX1310M1-X-SVE 

販売価格 74,980 円（税別） 

80,979円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1xsve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p04 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

bz-TX1310M1-X-SVH 

販売価格 104,980 円（税別） 

113,379円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1xsvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p05 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

bz-TX1310M1-X-SVS 

販売価格 134,980 円（税別） 

プロセッサー Intel® Celeron G1820 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics(CPU 統合グラフィックス) 

HDD 1TB×3 台 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 250W 80PLUS 

OS OS なし(Windows Server 選択可能) 

プロセッサー Intel® Xeon E3-1226v3 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics P4600(CPU 統合グラフィックス) 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 250W 80PLUS 

OS OS なし(Windows Server 選択可能) 

プロセッサー Intel® Xeon E3-1226v3 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics P4600(CPU 統合グラフィックス) 

HDD 500GB×3 台 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 250W 80PLUS 
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145,779円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bztx1310m1xsvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p141009p06 

【BTO 初期構成】 

 

 

 

【掲載 URLについて】 

本リリースに掲載させて頂いております URLの一部につきまして、リンク先をご確認頂いた際に、URL

が変換されます。つきましては、リンク先をご確認頂いた際のブラウザに表示された URL ではなく、

本リリースに掲載させて頂いております URLをそのまま貼り付けて頂きますようお願いいたします。 

 

 

【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 

 

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 : y-inoue@pc-koubou.co.jp 

OS OS なし(Windows Server 選択可能) 

プロセッサー Intel® Xeon E3-1226v3 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード Intel® HD Graphics P4600(CPU 統合グラフィックス) 

HDD 1TB×3 台 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

電源 250W 80PLUS 
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