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株式会社 ユニットコム 
 

学生生活。安心して使い続けられる PC。 

高性能・高コスパの学生向け「iiyama キャンパス PC」を新発売 

社会人まで長く使える 4 年間保証 / 24 時間 365 日サポートも充実 

 

※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、「iiyama PC」ブランドより、学生生活に最適な BTO パソコン「iiyama キャンパス PC」を発売いたしました。 

 

■学生生活。安心して使い続けられる PC。「iiyama キャンパス PC」を新発売 

自分用の学習 PC をお求めになる学生様、ご家族様のニーズの増加とノートパソコン必携化を行う大学が増加してい

ることを背景に、学生生活において安心して使い続けられる PC として「iiyama PC」ブランドより高性能・高コスパ

の学生向け「iiyama キャンパス PC」を発売いたしました。

 



 

「iiyama キャンパス PC」は『授業用に持ち運ぶ』『オンライン授業へ参加する』『レポート・論文の作成を行う』な

ど学生生活の様々なシーンで快適に使用できるよう高性能・軽量・長時間駆動・高耐性にこだわり、更に学生期間か

ら社会人まで長く使える 4 年間保証 / 24 時間 365 日サポートも充実した安心のモデルとなります。 

 

■「iiyama キャンパス PC」の特徴 

 

①あらゆる場面で学業を妨げない充実の安心スペック 

学校でもビジネスでも快適に使える高性能スペック。目に優しい非光沢・高解像度液晶を搭載。WEB カメラと高速無

線 LAN 規格の Wi-Fi 6 対応でオンライン授業も快適。 

 

②薄型・軽量で持ち運びもラクラク 

マグネシウム合金採用で 1kg を切る軽量、厚さ 19mm の薄型 A4 サイズで、学校や職場など外出時の持ち運びにも最適

です。また、14 インチフル HD 液晶パネルはプレゼンテーションにも便利な 180 度フラットオープンに対応します。 

 

③長時間駆動 

薄型・軽量ノートでありながら最大 7.8 時間のバッテリー駆動を実現。 

 

④MIL-STD-810G 準拠の厳しい基準をクリアした堅牢性 

米国国防総省調達基準「MIL-STD-810G」が定めた厳しい基準試験を通過したモデルは衝撃や振動、温度変化等さまざ

まな状況にも優れた堅牢性で、外出先でも安心してお使いいただけます。 

 

⑤社会人まで長く使える、安心の 4 年間保証 / 24 時間 365 日サポート 

学生生活を見越した 4 年間の製品保証、24 時間 365 日のサポートも充実。全国およそ 70 店舗のパソコン工房店舗で

は対面でのサポートも行っておりますので、学生期間から社会人になるまで長く安心してお使いいただけます。 

 

■ICT 教育 先駆者 松田孝氏 より推奨コメントをいただいております。 

 

学生のお子様がいらっしゃる親御様へ 

学生生活では、情報の渦から的確なものを探し出す検索力、自分の考えや思いを伝えるプレゼン力、クラウド活用が

できる能力、そして、最も基本的で普遍的なコミュニケーション能力は社会人になって必要とされる様々な能力を養

うことになります。また、オンライン授業や動画コンテンツで学習する時代ですから、学生に必要なパソコンはマル

チタスクでも快適な安定動作が行える十分な基本性能、日常使いとしての実用性、購入後のサポートの安心感が不可

欠で、「iiyama キャンパス PC」はこれらを備えた学生向けパソコンとして適したパソコンです。キャンパスライフを

より充実させるパソコン「iiyama キャンパス PC」を相棒に、ぜひお子様がすてきな未来を切り開く環境を整えてあ



げてください。 

 

「iiyama キャンパス PC」ブランドサイト 

URL: https://www.iiyama-pc.jp/campus_pc/ 

 

「iiyama キャンパス PC」BTO カスタマイズでのご購入はこちら 

URL: https://www.pc-koubou.jp/pc/campus_pc.php 

 

 

 

 

製品名：STYLE-14FH057-i5-UCFXM [Windows 11 Home] 

販売価格：99,980 円 

URL: https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=873194 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i5-1135G7 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 (PC4-25600) 8GB(オンボー

ド) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD グラフィックス  /  

14 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット)  / 4 年間製品保証 

 

 

製品名： STYLE-14FH057-i5-UCFXM [Windows 10 Pro] 

販売価格：105,980 円 

URL: https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=873195 

Windows 10 Pro/ インテル® Core™ i5- 1135G7 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 (PC4-25600) 8GB(オンボー

ド) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD グラフィックス  / 

14 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) / 4 年間製品保証 

 



※「iiyama キャンパス PC」は「最大 20％還元！パソコン工房 会員様限定 超感謝祭」、「iiyama PC 超得割キャンペ

ーン」対象外です。 

 

■ 不慮の事故や過失などの不安を解消！「iiyama キャンパス PC」物損保証 

長い学生生活の中、自然故障だけでなく落下・水濡れなどアクシデントによる故障も不安というお客様のご要望にお

応えして不慮の事故や過失にも対応する「iiyama キャンパス PC」物損保証の提供を開始いたしました。 

 

「iiyama キャンパス PC」物損保証は、ご購入時に本体価格の 5％の加入料金をご負担いただくことで、自然故障に

加えて物損保証にもダブルで対応する安心の保証サービスとなります。 

 

「iiyama キャンパス PC」物損保証 サービス概要 

・加入料金：本体価格の 5％ 

・保証期間：4 年間 

・対象商品：「iiyama キャンパス PC」 

 

・自然故障 修理金額上限なし 修理回数上限なし 

・物損故障 修理金額、修理回数共に対象機器の販売金額まで（修理額は累積します） 

 

「iiyama キャンパス PC」物損保証の詳しい情報はこちら 

URL: https://www.pc-koubou.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/campuspc_busson_v01.pdf 

 

パソコン工房はこれからも、商品やサービスを通して、地域 IT とサービスを架け橋する「あなたの街の IT ステー 

ション」として、地域のお客様になくてはならない存在を目指して、一人ひとりのお客様に安心して商品・サービス 

をご提供できるよう取り組んでまいります。 

 

 

【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 : 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 営業企画部 プロモーション G 

Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9002 

E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp 


