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株式会社 ユニットコム 
 

ユニットコム（パソコン工房）、STEAM 教育推進のための STEAM Lab 構築

支援として、iiyama PC ハイスペックモデルを学校法人 関西学院 千里

国際中等部・高等部へご提供致しました。 
 

 

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、インテル株式会社が推進する STEAM 教育推進のための STEAM Lab 構築支援パートナー

企業として、STEAM Lab 実証研究校の一つである学校法人 関西学院 千里国際中等部・高等部様（所在

地：大阪府箕面市）へ、高性能 CPU と高速なグラフィックスカードを搭載する iiyamaPC のハイスペッ

クモデル「LEVEL-R959-LC117F-SAX」10 台をご提供させていただきました。 

 

■ 授業での活用、放課後など課外活動や部活動でも活用 

高等部の情報科授業では、Adobe Illustrator や Photoshop、Premiere Pro などのプロツールがフル

活用されています。今回 STEAM Lab 環境に提供した iiyama PC の「LEVEL-R959-LC117F-SAX」は、ゲー

ミング PC シリーズならではの高性能 CPU 第 11 世代インテル® Core™ i7 プロセッサーと、高速グラフ

ィックスカード GeForce RTX™ 3060 Ti を搭載し、パワーを必要とする映像処理やデジタルコンテン

ツ制作などでも十分に力を発揮し、また、3D モデリングやプログラミングなど STEAM 教育で求められ

るさまざまな分野の探究学習をテクノロジーやデジタルでのものづくりから支えるクリエイティブな

環境を実現します。 

 

■ インテル STEAM 教育推進のための STEAM Lab 構築支援 について 

先進テクノロジーを活用して社会的課題の解決を目指す STEAM 教育推進を目的として、協力パートナ

ー企業と共に学校/教育機関への実証研究を実施し、パソコン、周辺機器、アプリ環境の授業活用支援



ならびに STEAM Lab 拡販ビジネスの構築を目指しております。 

 

◇ 実証研究期間 

2022 年 4 月～2024 年 3 月 

 

【STEAM Lab 実証研究校のご紹介】 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/education/steam-lab/overview.html 

 

■ ユニットコム 法人営業部 

ユニットコム法人営業では、学校、官公庁、研究機関、企業のお客様への豊富な商品・サービス納入実

績をもとに、お客様のご要望に合わせたきめ細やかなご提案を弊社営業が専属担当させていただきま

す。大口案件や公費、レンタル、リースでのご相談にも迅速に対応いたします。 

購入から購入後のサポート等、全国に 50 拠点の営業所を設置しており、各地の担当者がワンストップ

でご対応いたします。 

 

◇ STEAM 教育に最適な PC 環境のお問い合わせはこちら 

https://www.pc-koubou.jp/unitcom_business/business_network.php 

 

■ 提供学校について 

 

 

STEAM Lab は小教室に 10 台のハイスペック PC と 3D プリンターが設置されており、PC のネット回線は

すべて有線接続となっております。 

また、STEAM Lab の導入と同時に eSports 部が発足し、他にもプログラミングや映像制作など、放課

後もデジタルクリエイティブを充実するサークルの展開が期待されています。 

 

導入機器 

・株式会社ユニットコム（パソコン工房）LEVEL∞ R-Class LEVEL-R959-LC117F-SAX ×10 台 

・27 インチ液晶モニター、3D プリンター 

・Adobe Creative Cloud 小中高校サイトライセンス 

 

学校法人 関西学院 千里国際中等部・高等部 

大阪府箕面市小野原西 4-4-16 

https://www.kwansei.ac.jp/sis 

 

 



■ 提供機材（iiyamaPC ハイスペックモデル ゲーミング PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」） 

 

製品名：LEVEL-R959-LC117F-SAX [Windows 10 Home] 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11700F / インテル® Z590 / DDR4-3200 

DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 

3060 Ti 8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 

 

■「LEVEL∞」 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/game.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220701_1&utm_content=nonpay 

パソコン工房の iiyama PC LEVEL∞ (レベル インフィニティ)シリーズは、最高のパフォーマンスを

求めるヘビーユーザーから、パソコンでゲームを楽しみたいライトユーザーまで、数多くの PC ゲー

マーから選ばれております。 

 

【後継モデル】 

 

製品名：LEVEL-R769-127-SAX [Windows 10 Home] 

販売価格：234,800 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=880134&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220701_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / インテル® Z690 / DDR4-3200 

DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 

3060 Ti 8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 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。 

※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。 

 

 

【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   iiyama PC（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、データ復旧サービス、中古買取・販売、パ

ソコンレンタル、メモリアーカイブサービス 

 

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 

 


