
2014年 12月 5日 

 
株式会社 ユニットコム 

 

「パソコンに日本のエッセンスを」 

iiyama PC 新シリーズ「雅 Miyabi project」 

の新デスクトップパソコンを発表 
 

 

 
MD7(ミドルタワー) 高解像度画像 

MN7(ミニタワー) 高解像度画像 

SL7(スリムタイプ) 高解像度画像 

※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、12月 5日（金）より信頼
の JAPAN QUALITY 「iiyama PC」ブランドパソコンより、新コンセプトでデザインされた「『雅』 Miyabi 
project」のデスクトップパソコン新製品を発表致します。 
 
 

製品名 価格(税別) 発売開始日 

MD7200-i7-GXR-DG7P 159,980 円 12 月下旬予定 

MD7200-i7-GX-DG7P 119,980円 12 月下旬予定 

MD7200-i7-HL 97,980 円 12 月下旬予定 

MN7250-i7-GXR 109,980 円 12月 5日(金) 

MN7220-i5-GX 94,980円 12月 5日(金) 

MN7260-i5-SR 84,980 円 12月 5日(金) 

SL7260-i7-HL 89,980円 12月 5日(金) 

SL7260-i5-FG 74,980 円 12月 5日(金) 

SL7260-i3-HL 57,980 円 12月 5日(金) 

 
■「雅 Miyabi project」製品販売ページ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/miyabi.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141205i10 
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『雅』 Miyabi project  ～ パソコンに日本のエッセンスを。 ～ 
 

日本のものづくりは、日本の風土、気候、伝統、文化、歴史など様々な条件下で、先人である日本の

職人が考え抜き、生み出してきた技術が数多く、世界に誇れる伝統技術が豊富に存在します。 

 

「日本産」「国内生産」「Made in Japan」はパソコン業界以外でも、数多くの産業で謳われ、日々、

私たちの目に入ってきますが、パソコンのプロダクトデザインは主張を持たないデザインが多く、日

本メーカーの iiyama PC として、国内の伝統や文化を取り入れた独自のデザインを創り上げたいとい

う発想から今回の企画・開発を行いました。 

 

テーマは「雅」。 

 

設置される空間に和の潤いを上質・モダン・スタイリッシュ等の都会的なデザインを与える工夫とし

て、日本の建築デザインとしても伝統的な工法など、様々な工夫を取り入れたパソコンとしてプロダ

クトデザインを行いました。 

 

あなたの日常生活に“和”を感じ、愉しむ瞬間を。 

 

あなたが日々の生活の中で”和”を感じ、愉しむ瞬間はどれだけあるでしょうか？ 

 

パソコンは日常生活の中で、日々何気なく使われている「道具」です。 

その中で、iiyama PC新シリーズ『雅』Miyabi project から生み出されるパソコンは、 

日本の先人が創り上げた、日本の伝統的な建築デザインとしても有名な工法である「鎧張り」の他、

照明の陰影表現を愉しむ「行灯」や、「和式作法」として知られる、襖(ふすま)の開閉における“お

もてなし”を連想させる動きなど、日常生活の中でパソコンを使う瞬間に“和”を感じさせ、愉しん

で頂ける要素を取り入れております。 

 

iiyama PC 『雅』に詰め込まれた”日本のエッセンス”を是非、手に取って体感してみてください。 

 
 
 
『雅』 Miyabi project 特設サイト：http://www.iiyama-pc.jp/review/miyabi.php 

 
iiyama PC はモニタ・ディスプレイで 40年の歴史を持つ「iiyama」の高い生産品質を基に、地域に根
付いたパソコン専門店として、国内最大級の店舗ネットワークで日本の ITライフをサポートする「ユ
ニットコム」がお届けする国内生産 PC ブランドです。 
 また、この製品はパソコン工房・グッドウィル・バイモア・ツートップの店頭・通販での取り扱い
をいたします。iiyama PC 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をいたします。 
 

 

□iiyamaPC のホームページ 

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

□iiyamaPC 雅 製品情報 

http://www.pc-koubou.jp/pc/miyabi.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141205i11 
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製品名:MD7200-i7-GXR-DG7P 

発売日 12月下旬予定 

販売価格 159,980 円（税別）172,779円（税込） 

 

【MD7200-i7-GXR-DG7P】 

 

製品名: MD7200-i7-GX-DG7P 

発売日 12月下旬予定 

販売価格 119,980 円（税別）129,579円（税込） 

 

【MD7200-i7-GX-DG7P】 

 

製品名: MD7200-i7-HL 

発売日 12月下旬予定 

販売価格 97,980 円（税別）105,819円（税込） 

 

【MD7200-i7-HL】 

OS Windows 7 Professional 64 ビット 

(Windows 8.1 Professional 64 ビットに無償で変更可能) 

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー(3.6GHz) 

マザーボード インテル® Z97 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード NVIDIA® GeForce® GTX 970 4GB 

ストレージ 240GB SSD + 1TB ハードディスク 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミドルタワータイプ 

OS Windows 7 Professional 64 ビット 

(Windows 8.1 Professional 64 ビットに無償で変更可能) 

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー(3.6GHz) 

マザーボード インテル® Z97 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード NVIDIA® GeForce® GTX 750 1GB 

ストレージ 120GB SSD + 1TB ハードディスク 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミドルタワータイプ 

OS Windows 8.1 Update 64ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー(3.6GHz) 

マザーボード インテル® Z97 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカード インテル HDグラフィックス 4600 

ストレージ 1TB ハードディスク 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 



 

 

 

 

 

 

製品名: MN7250-i7-GXR 

発売日 12月 5日(金) 

販売価格 109,980 円（税別）118,779円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8imn725i7gxr_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_cam

paign=p141205i04 

 

【MN7250-i7-GXR】 

 

製品名: MN7220-i5-GX 

発売日 12月 5日(金) 

販売価格 94,980円（税別）102,579円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8imn722i5gx_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp

aign=p141205i05 

 

【MN7220-i5-GX】 

 

製品名: MN7260-i5-SR 

発売日 12月 5日(金) 

形状 ミドルタワータイプ 

OS Windows 8.1 Update 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー(3.6GHz) 

マザーボード インテル® H97 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカー

ド 
NVIDIA® GeForce® GTX 750 1GB 

ストレージ 1TBハードディスク 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

OS Windows 8.1 Update 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー(3.2GHz) 

マザーボード インテル® B85 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカー

ド 
NVIDIA® GeForce® GTX 650 1GB 

ストレージ 1TBハードディスク 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8imn725i7gxr_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141205i04
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販売価格 84,980円（税別）91,779 円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8imn726i5sr_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp

aign=p141205i06 

 

【MN7260-i5-SR】 

 

製品名: SL7260-i7-HL 

発売日 12月 5日(金) 

販売価格 89,980 円（税別）97,179 円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8isl726i7hl_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp

aign=p141205i07 

 

【SL7260-i7-HL】 

 

製品名: SL7260-i5-FG 

発売日 12月 5日(金) 

販売価格 74,980 円（税別）80,979 円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8isl726i5fg_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp

aign=p141205i08 

 

【SL7260-i5-FG】 

OS Windows 8.1 Update 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー(3.2GHz) 

マザーボード インテル® H81 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカー

ド 
インテル HDグラフィックス 4600 

ストレージ 120GB SSD + 1TBハードディスク 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

OS Windows 8.1 Update 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー(3.6GHz) 

マザーボード インテル® H81 チップセット 

メモリ 8GB 

グラフィックカー

ド 
インテル HDグラフィックス 4600 

ストレージ 1TBハードディスク 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

形状 スリムタイプ 

OS Windows 8.1 Update 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー(3.2GHz) 

マザーボード インテル® H81 チップセット 

メモリ 8GB 
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http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8isl726i5fg_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141205i08
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製品名: SL7260-i3-HL 

発売日 12月 5日(金) 

販売価格 57,980円（税別）62,619 円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8isl726i3hl_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp

aign=p141205i09 

 

【SL7260-i3-HL】 

 

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 :  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、中古買取・販売 

 

本リースに関するお問い合わせ先 

株式会社ユニットコム 販促企画部 

グラフィックカー

ド 
インテル HDグラフィックス 4600 

ストレージ 1TBハードディスク 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

形状 スリムタイプ 

OS Windows 8.1 Update 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー(3.6GHz) 

マザーボード インテル® H81 チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカー

ド 
インテル HDグラフィックス 4400 

ストレージ 500GB ハードディスク 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 

形状 スリムタイプ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8isl726i3hl_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141205i09
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8isl726i3hl_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141205i09
http://www.pc-koubou.jp/
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http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
http://www.sellmore.jp/


Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9012 

E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp 

mailto:uni-kikaku@unitcom.co.jp

