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株式会社 ユニットコム 
 

中小規模のネットワーク向け、省電力や拡張性に優れた 

Xeon ®搭載 1U サーバー3 機種をパソコン工房より販売開始 
 

 

 

 

 

 

 

 

※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 WEB 通販サ

イトのビジネス PC ブランド「iiyama Biz」より、インテル® Xeon ®プロセッサーE3 ファミリー搭載の、

省電力や拡張性に優れたラック薄型（1U）サーバー「bz-RX1330M1」シリーズ 3機種を販売開始しまし

た。 

 

「iiyama Biz」（イイヤマ・ビズ）は、パソコン工房にてご好評を頂いております、信頼性に優れた国

内生産パソコン「iiyama PC」（イイヤマ PC）のビジネス向けブランドとなります。今回発売となった

「bz-RX1330M1」シリーズは、中小規模のネットワーク構築、WEB サーバー用途などを想定し、要求さ

れる信頼性、耐久性を重視する中で、富士通のベストセラーPC サーバー「PRIMERGY」をベースに、当

社独自の仕様・構成を取り入れたカスタムモデルとなります。 

 

初めてのサーバー導入にも最適な、コストパフォーマンスと拡張性に優れたエントリーモデル

「bz-RX1330M1-X-SVE」は、オフィスでの設置にも対応できる静音性に優れたモデルです。インテル® 

Xeon ®プロセッサーE3-1200v3 ファミリー搭載により、連続した作業要求に優れた応答性を発揮します。

加えて上位 2モデルは、データの保護や転送速度の高速化に役立つ RAID 機能を標準搭載しており、よ

り信頼性・高速性が要求される用途にも対応します。それぞれカスタマイズによる仕様変更に対応し

ており、WEB 上から簡単にご注文頂けます。 

 

「bz-RX1330M1」シリーズの発売により、これまで一般向け PCによるネットワーク構築を行っていた

ユーザー様が、信頼性が高く拡張性に優れた本格的な PC サーバーを高いコストパフォーマンスで導入

でき、長期にわたり安定した環境をご利用頂けるものと期待しております。 

 



 

■iiyama Biz「bz-RX1330M1」シリーズ製品化にあたり 

全国のユニットコム法人営業部で高いお取り扱い実績のある、富士通の PCサーバー「PRIMERGY」をベ

ースに、数多くの導入実績をもとに現場で必要とされる仕様を吟味、当社独自の動作検証を行うこと

で信頼性を高めております。また、初めてのサーバー導入にもハードルが高くならないよう、コスト

パフォーマンスにも配慮したラインナップとなっております。一方で、より高いパフォーマンスを求

めるお客様向けの最上位モデルには、16GB メモリに加え、ハードディスク 4 台による RAID（0+1）を

標準搭載し、応答性の高いシステムを実現しています。 

※本モデルは富士通グループの協力の下、正規供給を受けた富士通 PRIMERGY をベースに当社で組込・

検査を行った当社が保証するカスタムモデルです。 

 

■アフターフォローについて 

「bz-RX1330M1」シリーズには、パソコン工房の 1年間無償保証が標準で付属します。 

パソコン工房では、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。また、「富士通サーバーシリーズ」は全国の法人営業部でも導入に関

するご相談などを承っております。 

 

□パソコン工房 iiyama Biz「富士通サーバーシリーズ」ラインナップ 

http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_primergy.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p15012

9p01 

  

□パソコン工房 ホームページ 

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

 

 

●製品名: 

bz-RX1330M1-X-SVE 

販売価格 129,980円（税別） 

140,379円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p150129p02 

  

【BTO 初期構成】 

 

OS なし  （Windows® Server 選択可能）  

プロセッサー Intel® Xeon E3-1231v3 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ DDR3L-1600 4GB×1(計 4GB) 低電圧駆動メモリ採用・省電力 

HDD 500GB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ DVD-ROM スリムドライブ 

グラフィック Matrox® G200e 8MB オンボード 

電源 300W 80PLUS GOLD 認証 電源 

http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_primergy.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p01
http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_primergy.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p01
http://www.pc-koubou.jp/
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p02
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsve_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p02


 

●製品名: 

bz-RX1330M1-X-SVH 

販売価格 187,980円（税別） 

203,019円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p150129p03 

 

【BTO 初期構成】 

 

 

●製品名: 

bz-RX1330M1-X-SVS 

販売価格 230,906円（税別） 

249,379円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_c

ampaign=p150129p04 

 

【BTO 初期構成】 

 

 

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  

OS なし  （Windows® Server 選択可能）  

プロセッサー Intel® Xeon E3-1231v3 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ DDR3L-1600 ECC Unbuffered 4GB×2(計 8GB) 低電圧駆動メモリ採用 

HDD 500GB 3.5 インチ Serial-ATA HDD ×2 台[RAID:0･1 選択可能] 

 500GB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ DVD-ROM スリムドライブ 

グラフィック Matrox® G200e 8MB オンボード 

電源 300W 80PLUS GOLD 認証 電源 

OS なし  （Windows® Server 選択可能）   

プロセッサー Intel® Xeon E3-1231v3 プロセッサー 

マザーボード Intel® C226 チップセット 

メモリ DDR3L-1600 ECC Unbuffered 8GB×2(計 16GB) 低電圧駆動メモリ採用 

HDD 2TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD ×4 台[RAID:0+1] 

光学ドライブ DVD-ROM スリムドライブ 

グラフィック Matrox® G200e 8MB オンボード 

電源 300W 80PLUS GOLD 認証 電源 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p03
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsvh_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p03
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p04
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzrx1330m1xsvs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150129p04


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 

 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
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