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株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC より、パワフルなデスクトップ向け 

第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載した 

『小型ハイパワー PC』発売！ 
 

 

※画像はイメージです。※画像中のディスプレイは別売です。 

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、パワフルなデスクトップ向け 第 10 世代 インテル® Core

™ プロセッサーを搭載した『小型ハイパワー PC』を発売しました。 

 

■ インテル CPU 搭載小型ハイパワーPC について 

約 1.2L(外形寸法)という小型筐体でありながら、デスクトップパソコンに広く使用されているパワフ

ルなデスクトップ向けプロセッサーを搭載いたしました。設置スペースが限定的な環境や、オフィス

やお部屋でデスクトップパソコンの存在感を和らげたいお客様には最適なパソコンです。 

 

電源は付属の専用 ACアダプターから供給いたします。ACアダプターは、

一般的なデスクトップパソコンに搭載される電源ユニットと比較して

電気変換効率が高く、 パソコンの筐体内部への熱的な悪影響を減らす

ことができるというメリットもあります。 

環境への負荷を軽減し、長期間でのご使用でも安心してお使いいただけ

ます。 



 

 

※画像中のディスプレイは別売です 

■ 厚さ 33mm の薄型デザイン 

厚さ 33mm※1 という薄型デザインなので、パソコンの設置場所に苦労す

る必要は有りません。本製品に付属する VESA マウンタ※2 を使用して

ディスプレイ背面へ搭載したり壁掛けにする事も可能なので、パソコン

の設置場所を選びません。 

 

※1:ゴム足部分は除く 

※2:VESA マウンタは付属しております 

 

 

 

 

■ 最新規格の Wi-Fi6 に対応！小型の筐体ながら豊富なインターフェ 

イスを搭載 

有線ギガビット LAN に加えて、無線 LAN 規格も最新規格の Wi-Fi6（IEE

E802.11ax）に対応しています。 4K(30Hz)出力可能な HDMI 1 基を搭載

し、D-Sub と合せて最大 2 画面出力に対応しています。ストレージは、

高速な M.2 ソケットと 2.5 インチベイを 1 つずつ備えており、大容量

のストレージ領域を構成することも可能となっています。 

3 つの USB3.0 コネクタ（Type-A ×2、Type-C ×1）と、4 つの USB2.0

コネクタ（Type-A）など、豊富な機能で外部デバイスの拡張性も十分に

備えています。 

 

◆ 『小型ハイパワー NUC ミニ PC』特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/infinity_i_intel.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20200104_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 ：STYLE-ISH4-iX1-UHX [Windows 10 Home] 

販売価格 ：56,980 円～（税別）/ 62,678 円～（税込） 

【セール 2021/1/12(火)14:00 まで】 

通常価格より 3,000 円 OFF! 販売価格：53,980 円～（税別）/ 59,378 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=779947&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20200104_1&utm_content=nonpay 

OS Windows 10 Home 64 ビット [DSP] 

プロセッサー インテル® Core™ i3-10100 

チップセット インテル® H410 Express 

メモリ DDR4-2666 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB) 



 

 
●製品名 ：SOLUTION-ISH4-iX4-UHX [Windows 10 Home] 

販売価格 ：63,980 円～（税別）/ 70,378 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=780752&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20200104_1&utm_content=nonpay 

 

 
●製品名 ：SOLUTION-ISH4-iX7-UHX [Windows 10 Home] 

販売価格 ：86,980 円～（税別）/ 95,678 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=780755&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20200104_1&utm_content=nonpay 

M.2 SSD 250GB 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 630 

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

付属品 AC アダプター、VESA マウント 

OS Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] 

プロセッサー インテル® Core™ i5-10400 

チップセット インテル® H410 Express 

メモリ DDR4-2666 SO-DIMM 4GB×2(計 8GB) 

M.2 SSD 250GB 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 630 

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

付属品 AC アダプター、VESA マウント 

OS Windows 10 Home 64 ビット [DSP] 

プロセッサー インテル® Core™ i7-10700 

チップセット インテル® H410 Express 



 

 

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。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。 

 

 

【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 

メモリ DDR4-2666 SO-DIMM 8GB×2(計 16GB) 

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 630 

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

付属品 AC アダプター、VESA マウント 


