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パソコン工房より、インテル® Xeon® プロセッサー採用サーバーシリーズ
「Amphis bz SV」3 機種を販売開始
全国で、パソコン工房・グッドウィル・フェイス・ツートップ・フリートを展開する株式会社ユニットコ
ム（代表取締役：高島勇二、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房ブランドより、企業ニーズへ特化した
製品・サービスを提供する法人向けビジネスモデル「bz PC」シリーズの新製品「Amphis bz SV5100」
「Amphis
bz SV6100」「Amphis bz SV7100」の販売を開始しました。
パソコン工房の「bz PC」はビジネスに特化した PC、サーバーラインナップです。全国 100 店舗以上のネ
ットワークと 50 の営業拠点により、お見積、お問合せ、納品から修理対応まで全国の営業部がバックアッ
プ致します。
「Amphis bz SV5100」はデスクトップ PC 並の導入コストとサーバーの安心感を兼ね備えたタワーモデルで
拡張性とメンテナンス性が高く、RAID や LAN の追加が柔軟に行えます。
CPU は Intel® Xeon® E3-1200 v2 シリーズを搭載し、部門や SOHO でのファイルサーバー、中小規模の仮想
化に高いパフォーマンスを発揮します。
「Amphis bz SV6100」は省電力性と処理能力を向上させたインテル® Xeon® プロセッサー E5 2600 シリー
ズを二基搭載しています。マルチコア CPU の卓越した処理能力は中規模企業における部門サーバーやアプリ
ケーションサーバーとして最適です。1U の省スペースながら 4 基のリムーバブルベイを備えており、スト
レージ容量の確保と障害時のメンテナンスを容易にしました。
「Amphis bz SV7100」は省スペース性と拡張性を兼ね備えた 2U のラックマウントサーバーで最大 8 基のリ
ムーバブルベイを備え、4 ポートのギガビットイーサーやリダンダント電源などストレージサーバーとして
の利用に最適です。本システムには先頃発表されましたインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー5110P の搭載
も可能で、ハイパフォーマンスコンピューティング用途にもご利用頂けます。
「Amphis bz SV」シリーズ 3 機種の発売に伴い、
「Windows Server 2008 R2 ダウングレードキャンペーン」
を実施します。本キャンペーンは Windows Server 2003 R2 を現在運用されているお客様に OS や運用アプリ
ケーションはそのままで、最新ハードウェアへのリプレイスをお手伝いするもので、Windows Server 2008 R2
のダウングレード権を使用して Windows Server 2003 R2 をインストールしてお届けするもので Windows
Server 2003 R2 ダウングレードメディアが付属しております(数量限定)

「Amphis bz SV5100」

「Amphis bz SV6100」

「Amphis bz SV7100」
※画像はイメージです。
製品高解像度画像は下記 URL よりダウンロードお願いします。
「Amphis bz SV」: 高解像度画像
プレス関係者様用画像集 URL
http://www.pc-koubou.jp/info/press_img.php
※本製品は全国のパソコン工房店舗、営業部でもご相談、お見積いただけます。複数台購入、公費でのお支
払い等お気軽にお問合せください。
パソコン工房 ビジネス PC URL
http://www.pc-koubou.jp/pc/business.php
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製品名:

Amphis bz SV5100
標準構成価格 112,980 円（税込）
パソコン工房

URL

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bz-sv5100_main.php
OS

なし

チップセット

インテル® C204 チップセット

プロセッサー

インテル® Xeon E3-1220V2(3.1GHz) 4 コア/4 スレッド キャッシュ 8MB

メインメモリ

4GB

ハードディスクドライブ

1TB エンタープライズグレード

光学ドライブ

スーパーマルチドライブ

グラフィックアクセラレータ

CPU 統合グラフィックス

LAN

Intel ギガビットイーサネット×2

製品名:

Amphis bz SV6100
標準構成価格 254,980 円（税込）
パソコン工房

URL

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bz-sv6100_main.php
OS

なし

チップセット

インテル® C602 チップセット
インテル(R) Xeon E5-2603 プロセッサー (1.8GHz/4 コア/4 スレッド/10MB キャ

プロセッサー

ッシュ) ×2

メインメモリ

16GB

ハードディスクドライブ

1TB エンタープライズグレード ×2

光学ドライブ

DVD-ROM

グラフィックアクセラレータ

CPU 統合グラフィックス

LAN

Intel ギガビットイーサネット×4

製品名:

Amphis bz SV7100
標準構成価格 319,980 円（税込）
パソコン工房

URL

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bz-sv7100_main.php
OS

なし

チップセット

インテル® C602 チップセット
インテル(R) Xeon E5-2603 プロセッサー (1.8GHz/4 コア/4 スレッド/10MB キャ

プロセッサー

ッシュ) ×2

メインメモリ

16GB

ハードディスクドライブ

1TB エンタープライズグレード ×2

光学ドライブ

DVD-ROM

グラフィックアクセラレータ

CPU 統合グラフィックス

LAN

Intel ギガビットイーサネット×4

【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

ツートップ

URL :

http://www.twotop.co.jp

フェイス

URL :

http://www.faith-go.co.jp

フリート

URL：

https://freet-diy.jp/

資本金

750,315,033円

代表者

代表取締役 高島 勇二

本社所在地
事業内容

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1
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 法人営業部
Tel

: 06-6647-0627 / Fax : 06-6647-0628

E-mail : m-sugahara@unitcom.co.jp

