2015 年 6 月 11 日
株式会社

ユニットコム

iiyamaBiz、第 5 世代 Intel® Core i シリーズを搭載した
手のひらサイズの超小型パソコンを発売

※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 サイト
にて、第 5 世代 Intel® Core i シリーズを搭載した NUC 採用ビジネス PC の発売を開始しました。
今回発売する NUC 採用ビジネス PC モデルには、第 5 世代 Intel® Core i3&i5 プロセッサーを搭載。最
新世代ならではの演算処理能力とグラフィック性能が、従来の作業をより快適なものにします。優れ
たパフォーマンスに加えて抜群の省電力性も兼ね備えているので、オフィスや実店舗などでの長時間
に及ぶ稼働でも安定した動作が実現。

NUC(Next Unit of Computing)は、高さ 51.5mm×奥行 112mm×幅
116.6mm の手のひらサイズの超小型パソコンです。
最新の省電力・高性能構成により、小さくても発熱が少なく、
また、通常のオフィスアプリケーション、動画再生などの用途
に十分な性能を発揮します。
また、VESA マウンタに対応する液晶モニターへ取付ければ、ディスプレイ一体型パソコンとしてもご
利用可能。作業スペースにゆとりをもたらします。

■NUC 採用 PC の活用事例
・店舗やオペーレーター用 PC、病院事務、ナースステーションなど限られたスペースに。
・デジタルサイネージの制御、制御機器、ロボット組込など制御端末の省スペース化に。

■利便性の高い、充実のインターフェース群
USB2.0 および USB3.0 端子、有線 LAN 端子を搭載しています。HDMI 端
子も標準で搭載されているので、液晶テレビや大型ディスプレイに接
続すれば、パソコンに保存してある画像・動画を大画面で共有できま
す。さらに、天板が簡単に開くようになっており、無線 LAN モジュー
ルをはじめ、各種周辺機器を追加することができます。

NUC 採用 ビジネス PC
http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_nuc.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150611p01
【BTO 標準構成】※各種カスタマイズが可能です。
●製品名：bz-CN120-i3-HEB [Windows 7 Professional]
販売価格：72,980 円～（税別） 78,819 円～（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7ibzcn12i3he_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_cam
paign=p150611p02

OS

Windows(R) 7 Professional 64 ビット ※SP1 適応済み

プロセッサー

インテル(R) Core i3-5010U プロセッサー

マザーボード

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 4GB/SO-DIMM×1(計 4GB)

HDD

500GB 2.5 インチ Serial-ATA HDD

グラフィック

インテル(R) HD Graphics 5500(CPU 統合グラフィックス)

電源

[VESA マウント規格対応･65W AC アダプター]

●製品名：bz-CN150-i5-HFB [Windows 8.1 Update]
販売価格：79,980 円～（税別） 86,379 円～（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8ibzcn15i5hf_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_cam
paign=p150611p03

OS

Windows 8.1 Update 64 ビット

プロセッサー

インテル(R) Core i5-5250U プロセッサー

マザーボード

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 4GB/SO-DIMM×1(計 4GB)

HDD

500GB 2.5 インチ Serial-ATA HDD

グラフィック

インテル(R) HD Graphics 6000(CPU 統合グラフィックス)

電源

[VESA マウント規格対応･65W AC アダプター]

●製品名：bz-CN150-i5-HFB [Windows 7 Professional]
販売価格：85,980 円～（税別） 92,859 円～（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7ibzcn15i5hf_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_cam
paign=p150611p04

製品名

bz-CN150-i5-HFB [Windows 7 Professional]

OS

Windows(R) 7 Professional 64 ビット ※SP1 適応済み

プロセッサー

インテル(R) Core i5-5250U プロセッサー

マザーボード

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 4GB/SO-DIMM×1(計 4GB)

HDD

500GB 2.5 インチ Serial-ATA HDD

グラフィック

インテル(R) HD Graphics 6000(CPU 統合グラフィックス)

電源

[VESA マウント規格対応･65W AC アダプター]

●製品名：bz-CN150-i5-HFRB [Windows 7 Professional]
販売価格：109,980 円～（税別） 118,779 円～（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7ibzcn15i5hfr_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_ca
mpaign=p150611p05
●製品名：bz-CN150-i5-HFRB [Windows 8.1 Update]
販売価格：114,980 円～（税別） 124,179 円～（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8ibzcn15i5hfr_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_ca
mpaign=p150611p06

製品名

bz-CN150-i5-HFB
[Windows 7 Professional]

OS

Windows(R) 7 Professional 64 ビット
※SP1 適応済み

bz-CN150-i5-HFRB
[Windows 8.1 Update]
Windows 8.1 Update 64 ビット

プロセッサー

インテル(R) Core i5-5250U プロセッサー

マザーボード

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 8GB/SO-DIMM×1(計 8GB)

HDD

1TB 2.5 インチ Serial-ATA HDD

グラフィック

インテル(R) HD Graphics 6000(CPU 統合グラフィックス)

電源

[VESA マウント規格対応･65W AC アダプター]

■iiyamaBiz(イイヤマ・ビズ)とは
さまざまな ビジネスシーン での活用を想定し、要求される信頼性、耐久性を重視しながら、現場で
の管理運用にまで配慮した、iiyama PC ブランドの企業様（法人）向けパソコンです。

■購入後も安心のサポート！
24 時間 365 日受付のサポートセンター、全国店舗ネットワーク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
http://www.pc-koubou.jp
※文中の社名、製品名等は、各社の商標または登録商標である場合があります。
※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

本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ユニットコム
Tel

Web マーケティング営業 G

: 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014

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

