2021 年 2 月 18 日
株式会社

ユニットコム

パソコン工房 Web サイトにて、普段使いや事務端末に最適な
『5 万円台で買える デスクトップパソコン』特集を開始！
～インテル® Celeron® / Pentium® プロセッサー、AMD Athlon™ プロセッサー搭載 PC～

※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、パソコン工房 Web サイトにて、普段使いや事務端末に最適な『5 万円台で買える デス
クトップパソコン』特集を開始いたしました。
■ 5 万円台以下で買える デスクトップパソコン
スペックが控えめながら、5 万円(税別)台以下でご購入いただけるたいへんお求めやすい価格が魅力の
製品を集めました。コストパフォーマンスを追求するために、非常にシンプルな組み合わせとなって
います。パソコンは、目的に最適な処理能力があれば十分となりますので、例えばパソコンでメールや
インターネットなど比較的軽い処理であれば、5 万円(税別)台以下のパソコンでも十分快適に使えま
す。シンプルなスペックのため、消費電力も抑えられている傾向にあるのも特徴で電気代を抑えるこ
とができ経済的です。
スリムタワー型やミニタワー型のデスクトップパソコンは、後からメモリやストレージの増設や端子
の追加を行うことができますのでパワーアップすることも可能です。安価でも上位機種と同じ品質基
準をクリアしており、パソコンを使用するうえでの冷却性能や頑丈さを十分に満たしております。保
証内容が変わることもなく安心してご利用いただけます。

※中古のなどの場合を除きます。

◇『5 万円台以下で買える デスクトップパソコン』特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/under5_desktop.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210218_1&utm_content=nonpay

■ CPU はインテル製と AMD 製からお選びいただけます
◇ インテル® Celeron® プロセッサー
インテル製のもっともベーシックな CPU として、インテル Celeron プロセッサーが挙げられます。
インテル® Celeron® プロセッサーは 2 コア / 2 スレッドの CPU となり、ベーシッククラスの CPU です
が、PCI-Express レーン数や、搭載可能な最大メモリ容量などの拡張性は上位の インテル® Core® プロ
セッサーと変わりなく、安価にも関わらず使い勝手のよい CPU です。
◇ インテル® Pentium® プロセッサー
インテル® Pentium® プロセッサーは、インテル Celeron®プロセッサーに次ぐインテル製のベーシック
な CPU です。
インテル® Pentium® プロセッサーは、インテル ハイパースレッディング・テクノロジーにより 2 コア
/ 4 スレッドに強化され、インテル® Celeron® プロセッサーと比べわずかな価格差で処理性能が高め
られています。計算処理やたくさんのアプリを同時起動するような場合はインテル® Pentium® プロセ
ッサーがおすすめです。
◇ AMD Athlon™ プロセッサー
AMD 製であれば、AMD Athlon™ プロセッサーが最もベーシックな 2 コア / 4 スレッドの CPU です。
AMD Athlon™ プロセッサーは内蔵グラフィック性能に定評があり、高いパフォーマンスに加え、各種
メディアの強力な再生支援機能を持ち、動画再生用途などに最適です。また、CPU の消費電力が低く抑
えられているので電気代の気になる方にもおすすめです。
【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-S046-C59-UHS [Windows 10 Home]
販売価格 ：39,980 円～（税別）/

43,978 円～（税込）

【セール 2021/3/2(火)14:00 まで】通常価格より 2,000 円（税別）OFF!
販売価格 ：37,980 円～（税別）/

41,778 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=771245&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210218_1&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Celeron® G5905

チップセット

インテル® B460 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 4GB×1(計 4GB)

SSD

240GB / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィックス

UHD グラフィックス 610

電源

300W 80PLUS® BRONZE 認証 TFX 電源

●製品名 ：SOLUTION-M046-P64-UHS [Office Personal 2019 SET]
販売価格 ：56,460 円～（税別）/

62,106 円～（税込）

【 大 決 算 Office セ ッ ト 割 】 BTO パ ソ コ ン と Office 2019 の 同 時 購 入 で 3,000 円 （ 税 別 ）
OFF!2021/3/16(火)23:59 まで
販売価格 ：53,460 円～（税別）/

58,806 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=786893&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210218_1&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Pentium® GOLD G6400

チップセット

インテル® B460 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 4GB×1(計 4GB)

SSD

240GB / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

UHD グラフィックス 610

電源

350W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

オフィスソフト

Microsoft® Office Personal 2019 [プリインストール PC 版]

●製品名 ：STYLE-M1B4-A2-VHS [Windows 10 Home]
販売価格 ：39,480 円～（税別）/

43,428 円～（税込）

【セール 2021/3/2(火)14:00 まで】通常価格より 2,000 円（税別）OFF!

販売価格 ：37,480 円～（税別）/

41,228 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=709338&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210218_1&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

AMD Athlon™ 200GE

チップセット

AMD B450

メモリ

DDR4-2666 DIMM 4GB×1(計 4GB)

SSD

240GB / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィックス

AMD Radeon™ Vega 3 グラフィックス

電源

350W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

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

