2018 年 4 月 27 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC「STYLE∞（スタイル インフィニティ）
」シリーズの
ミニタワーパソコン『M-Class』がケースデザインを一新
～インダストリアルデザイナーが提案するフロントデザイン ～

※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、2018 年 4 月 26 日(木)より、信頼の JAPAN QUALITY「iiyama PC」ブランド「STYLE∞(ス
タイル インフィニティ)」シリーズのミニタワーパソコン『M-Class』のケースデザインを一新いたし
ました。
■ あらゆるシーンにフィットする、シンプルスタイル
STYLE∞ (スタイル インフィニティ) M-Class は、シンプルコーディネイトをコンセプトに、従来の利
便性に加えて生活空間に溶け込むデザインを併せ持ったミニタワーに生まれ変わりました。 シンプル
なシルエットながらも角の取れたラウンドフォルムに加えて、質感にこだわったマットブラックを基
調に、アクセントとなる滑らかなカーブを描く光沢のラインを採り入れる事で デザインに奥行きを持
たせており、潤いのある高級感と個性を演出しています。余計な複雑さのないデザインは、あらゆる
シーンとユーザーにフィットします。
■ インダストリアルデザイナーが提案するフロントデザイン
Simple Silhouette
シンプルコーディネイトをコンセプトとした、生活空間に溶け込むシン
プルかつコンパクトなミニタワーは、角の取れたラウンドフォルムを基
本デザインとしています。複雑さのないデザインは、あらゆるシーンと
ユーザーにフィットします。

Two-Tone Finish
質感にこだわったマットブラックを基調に、アクセントとなる滑らかな
カーブを描く光沢のラインによってデザインに奥行きを持たせており、
潤いのある高級感と個性を演出しています。

ラウンドフォルムがデザインアクセント
ブルーLED によってマークが浮かび上がる電源スイッチや、シンプルで
ありながら存在感を示すイジェクトボタン、ベイカバーの両端にも丸み
のある形状を採用し、フロンパネルの細部にまでラウンドフォルムにこ
だわったデザインを採用しています。

利便性の高いフロントインターフェース
あらゆるスタイルに対応するために、開閉式にしたベイカバー内部には
USB3.0 端子×2 の他、ヘッドフォン・マイク端子コネクタを搭載してい
ます。

インダストリアルデザイナー横井 康秀氏
日本生まれ、オーストラリア育ち。多摩美術大学プロダクトデザイン専
攻を卒業後、大手カメラメーカーを経て株式会社カブクに参画。ものづ
くりプラットフォーム"Rinkak"をコアに、事業開発/プロダクトデザイ
ン/コミュニティ運営等に携わっている。iF DESIGN AWARD 受賞、 red
dot design award 受賞、GOOD DESIGN AWARD 受賞。

全国の実店舗でデザインと質感に触れる
全国のパソコン工房・グッドウィル店舗でもご注文いただけます。また
即納パソコンも販売しており、実際にデザインと質感に触れることが出
来ます。

■第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーとインテル® B360 チップセットを搭載
本製品はプロセッサーに、最新の第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーとインテル® B
360 チップセットを搭載しています。第 8 世代インテル® Core™ プロセッサーはコアの追加・製造・
設計の改良により、あらゆるシーンでパワフルな処理能力を発揮します。内蔵グラフィックス機能は
『インテル® UHD グラフィックス』と名称を新たに機能面を進化させており、4K コンテンツへの対応
をはじめ、日常での使い勝手や快適さがアップしています。

【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：STYLE-M1B6-i3-UH [Windows 10 Home]
販売価格：56,980 円～（税別）/ 61,538 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=619821&utm_source=pr&utm_medium=p180427_2&utm_campaign=p01

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i3-8100

チップセット

インテル® B360 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 4GB×1(計 4GB)

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィックス

インテル® UHD Graphics 630 (CPU 統合グラフィックス)

電源

350W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名：STYLE-M1B6-i5-UH [Windows 10 Home]
販売価格：68,980 円～（税別）/ 74,498 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=619838&utm_source=pr&utm_medium=p180427_2&utm_campaign=p02

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i5-8400

チップセット

インテル® B360 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 4GB×2(計 8GB)

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィックス

インテル® UHD Graphics 630 (CPU 統合グラフィックス)

電源

350W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名：STYLE-M1B6-i7-UH [Windows 10 Home]
販売価格：84,980 円～（税別）/ 91,778 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=619840&utm_source=pr&utm_medium=p180427_2&utm_campaign=p03

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8700

チップセット

インテル® B360 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 4GB×2(計 8GB)

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィックス

インテル® UHD Graphics 630 (CPU 統合グラフィックス)

電源

350W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

◇ ミニタワーパソコン STYLE∞ M-Class
https://www.pc-koubou.jp/pc/style_infinity_m.php?utm_source=pr&utm_medium=p180427_2&utm_campaign=p04

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。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 :

https://www.pc-koubou.jp/

グッドウィル

URL :

http://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

