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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 

1kg 以下 軽量・薄型 14 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、最新の第 11 世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載し

た 1kg 以下を切る 軽量・薄型 14 型ノートパソコンを発売いたしました。 

 

 

■ 1kg 以下 軽量・薄型 14 型ノートパソコンについて 

 

1kg を切る軽さと 19mm*という薄さに、性能を向上させた第 11 世代イ

ンテル® Core™ プロセッサーを搭載、マルチタスクも快適にこなせる

高い CPU 処理能力に加え、さらに大きく性能の向上したインテル® Ir

is® Xe グラフィックスにより快適なゲーミングプレイも可能となり

ました。もちろんオフィスワークやクリエイティブにも最適です。 

さらに 180度開閉可能なスリムベゼルデザインの 14インチフル HD液

晶パネルを採用、新たに Thunderbolt™ 4 に対応するなど豊富な入出

力端子を備え、さらに最新の Wi-Fi 規格(Wi-Fi6)や USB PD(PowerDel

ivery)による充電に対応するノートパソコンです。 

*ゴム足部分を含む 

 

 

■ 第 11 世代 インテル® Core™ プロセッサー 搭載 



 

第 11 世代 インテル® Core™ プロセッサー 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。また、内蔵グラフィックス性能も大幅

に強化されており、わずか 15W の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。 

 

■ インテル® Iris® Xe グラフィックス 

 

インテル® Iris® Xe グラフィックスへと名称を変更した内蔵グラフ

ィックスは、グラフィックスコアを第 12 世代となる新しい Xe グラフ

ィックス・アーキテクチャにステップアップさせると同時に、搭載す

るグラフィックスコア数を大幅に増強しました。 

進化したインテル® Iris® Xe グラフィックスは、外部グラフィックス

を搭載する事なくフル HD で十分な 3D 性能を実現しました。性能向上

を遂げたインテル® Iris® Xe グラフィックスにより、ゲームだけでな

く、3D モデリングなどクリエイター向けとしても活躍します。 

※インテル® Iris® Xe グラフィックスは Core i7 もしくは Core i5 かつ、デュアルチャネルメモリ搭載した LEVEL

∞、SENSE∞モデルが対応となります。 

※Core i7 および Core i5 モデルでシングルチャネルメモリ時はインテル® UHD グラフィクスとなります。 

 

◇ 第 11 世代 インテル® Core™ プロセッサー 搭載 14 型ノートパソコン 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/note_14inch_lightweight.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201119_1&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：LEVEL-14FH057-i7-UXSX [Windows 10 Home] 

販売価格：107,980 円（税別）～ / 118,778 円(税込) ～ 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=780113&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201119_1&utm_content=nonpay 

OS Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] 

プロセッサー インテル® Core™ i7-1165G7 

チップセット CPU 統合チップセット 

メモリ DDR4-3200 SO-DIMM (PC4-25600) 16GB(オンボード+8GBx1) 

M.2 SSD 500GB M.2 SSD / NVMe 対応 



 

 

●製品名：STYLE-14FH057-i7-UXFX [Windows 10 Home] 

販売価格：103,980 円（税別）～ / 114,378 円(税込) ～ 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=780110&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201119_1&utm_content=nonpay 

 

 

【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 

光学ドライブ 非搭載 

グラフィックス インテル® Iris® Xe グラフィックス 

液晶 14 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット) 

無線 LAN IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 

OS Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] 

プロセッサー インテル® Core™ i7-1165G7 

チップセット CPU 統合チップセット 

メモリ DDR4-3200 SO-DIMM (PC4-25600) 8GB(オンボード) 

M.2 SSD 500GB M.2 SSD / NVMe 対応 

光学ドライブ 非搭載 

グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 

液晶 14 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット) 

無線 LAN IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 



E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp 


