2015 年 10 月 9 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC、軽量コンパクトだから持ち運びもラクラク
Celeron 搭載 11 型モバイルノートパソコンを販売開始

※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、信頼の JAPAN QUALITY「iiyama
PC」ブランドパソコンより、小型で軽量かつ持ち運びやすいことが魅力の 11 型ノートパソコン
『 11P1220-C-FC 』『 11P1220-C-FS 』
『 11P1220-C-FR 』の 3 機種の販売を開始しました。
<おすすめポイント>
■A4 サイズと同等の 11.6 型
11.6 インチと小型で非常に小さく、軽量で持ち運びも苦になりません。女性でも気軽に扱うことがで
き、キッチンやリビング等はもちろん、会社やカフェなどの外出先でも場所を問わず使用できます。
■コストパフォーマンスに優れたインテル® Celeron プロセッサー搭載
最新プロセルスール 14nm で製造された最新の Celeron プロセッサーを搭載しました。ベーシックモデ
ルながらプロセスの微細化の他にも、さまざまな電力管理機能を強化による低消費電力を実現。高い
信頼性と優れたパフォーマンスを発揮します。

■多彩なラインナップ
本製品では HDD 搭載モデルはもちろん、SSD 搭載モデル、SSD+HDD のデュアルドライブモデルの 3 機種
をご用意しました。SSD 搭載モデルでは高速動作によりあらゆるシーンで快適性をもたらし、デュアル
ドライブモデルでは高速動作と大容量のデータ保存領域による、ダブルの快適性をパッケージングし
ています。
【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：11P1220-C-FC [Windows 8.1 Update]
販売価格：42,980 円～（税別）/

46,419 円～（税込）

製品 URL：
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8i11p122cfc_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp
aign=p151009i01

OS

Windows 8.1 Update

液晶

11.6 型 HD(1366×768)対応光沢カラー液晶

プロセッサー

インテル(R) Celeron N3150 プロセッサー

チップセット

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 4GB/SO-DIMM×1(計 4GB)

グラフィック

インテル(R) HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

記憶装置

500GB 2.5 インチ(7mm 厚) Serial-ATA HDD

光学ドライブ

光学ドライブ非搭載

無線 LAN

IEEE802.11 b/g/n 対応ワイヤレス LAN [本体内蔵]

重量

約 1.18 ㎏（※バッテリー含む）

※タッチパネル仕様ではありません。

●製品名：11P1220-C-FS [Windows 8.1 Update]
販売価格：49,980 円～（税別）/

53,979 円～（税込）

製品 URL：
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8i11p122cfs_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp
aign=p151009i02

OS

Windows 8.1 Update

液晶

11.6 型 HD(1366×768)対応光沢カラー液晶

プロセッサー

インテル(R) Celeron N3150 プロセッサー

チップセット

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 4GB/SO-DIMM×1(計 4GB)

グラフィック

インテル(R) HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

記憶装置

240GB 2.5 インチ Serial-ATA SSD

光学ドライブ

光学ドライブ非搭載

無線 LAN

IEEE802.11 b/g/n 対応ワイヤレス LAN [本体内蔵]

重量

約 1.18 ㎏（※バッテリー含む）

※タッチパネル仕様ではありません。

●製品名：11P1220-C-FR [Windows 8.1 Update]
販売価格：54,980 円～（税別）/

59,379 円～（税込）

製品 URL：
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8i11p122cfr_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_camp
aign=p151009i03

OS

Windows 8.1 Update

液晶

11.6 型 HD(1366×768)対応光沢カラー液晶

プロセッサー

インテル(R) Celeron N3150 プロセッサー

チップセット

省電力 CPU 統合チップセット

メモリ

DDR3L-1600 4GB/SO-DIMM×1(計 4GB)

グラフィック

インテル(R) HD Graphics(CPU 統合グラフィックス)

記憶装置

120GB mSATA SSD + 500GB 2.5 インチ(7mm 厚) Serial-ATA HDD

光学ドライブ

光学ドライブ非搭載

無線 LAN

IEEE802.11 b/g/n 対応ワイヤレス LAN [本体内蔵]

重量

約 1.18 ㎏（※バッテリー含む）

※タッチパネル仕様ではありません。

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
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

