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株式会社 ユニットコム 

 

iiyama PC ブランドより、 

第 4 世代インテル® Core i3 プロセッサー・Celeronプロセッサーを 

搭載したリーズナブルなデスクトップ新製品 4機種を販売開始 
 

 

 

※画像はイメージです。 

全国でパソコン工房・グッドウィル・バイモア・ツートップを展開する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、2 月 18 日（火）より信頼の JAPAN QUALITY 
「iiyama PC 」ブランドパソコンより、デスクトップパソコンの新製品 4 機種の発売を開始しました。 
 

製品名 価格(税別) 備考 

SL5010-i3-IX 54,980 円(税別) 第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー 

MN5010-i3-IX 52,980 円(税別) 第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー 

SL5010-C-PG 44,980 円(税別) 第 4 世代インテル® Celeron プロセッサー 

MN5010-C-PG 42,980 円(税別) 第 4 世代インテル® Celeron プロセッサー 

 
今回の新製品 4 機種は、リーズナブルな価格設定で全ての機種に第 4 世代のインテルプロセッサー、最

新のインテル® H81 チップセット、USB3.0 ポートを標準搭載しています。 
『MN5010-i3-IX』は第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載、PCI-Express カードやハードディス

クの増設がしやすいミニタワータイプとなっており、『SL5010-i3-IX』は『MN5010-i3-IX』と同スペックの省スペ
ース型スリムタイプパソコンとなります。 

『MN5010-C-PG』は第 4 世代インテル® Celeron プロセッサーを搭載、PCI-Express カードやハードディス
クの増設がしやすいミニタワータイプで、『SL5010-C-PG』は『MN5010-C-PG』と同スペックの省スペース型ス
リムタイプパソコンとなります。 

 
全製品パソコン工房・グッドウィル・バイモア・ツートップの店頭・通販での取り扱いをいたします。また、店

頭・通販ともに BTO(Build to Order=受注後生産方式)での注文にも対応しているので、お客様のご要望に沿っ
た形でのスペック変更、大容量メモリなどに変更可能です。 

iiyamaPC 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。 
 

リリース配信可能日: 2014 年 2 月 18 日(火)  
発売開始日：  2014 年 2 月 18 日(火)  
 
□iiyama PC オフィシャルサイト 

http://www.iiyama-pc.jp/ 
□ニュースリリースページ 

http://www.iiyama-pc.jp/info/20140218.php 
□パソコン工房のホームページ 

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

http://www.iiyama-pc.jp/
http://www.iiyama-pc.jp/info/20140218.php
http://www.pc-koubou.jp/


 

【SL5010-i3-IX】 
販売価格 54,980 円（税別） 

（税込価格 57,729 円） 
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p02 
■BTO 初期構成 

 
【MN5010-i3-IX】 
販売価格 52,980 円（税別） 

（税込価格 55,629 円） 
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p04 
■BTO 初期構成 

 
【SL5010-C-PG】 
販売価格 44,980 円（税別） 

（税込価格 47,229 円） 
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p01 
■BTO 初期構成 

 
【MN5010-C-PG】 
販売価格 42,980 円（税別） 

（税込価格 45,129 円） 
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p03 
■BTO 初期構成 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i3™ 4130 プロセッサー 

マザーボード インテル® H81 Express チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード インテル® HD グラフィックス 4400 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 スリムタイプ 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i3™ 4130 プロセッサー 

マザーボード インテル® H81 Express チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード インテル® HD グラフィックス 4400 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Celeron G1820 プロセッサー 

マザーボード インテル® H81 Express チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード インテル® HD グラフィックス 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 スリムタイプ 

OS Windows® 7 Home Premium 64 ビット 

プロセッサー インテル® Celeron G1820 プロセッサー 

マザーボード インテル® H81 Express チップセット 

メモリ 4GB 

グラフィックカード インテル® HD グラフィックス 

HDD 500GB 

http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p02
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p04
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p01
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=m140218p03


 

【掲載 URL について】 
本リリースに掲載させて頂いております URL の一部につきまして、リンク先をご確認頂いた際に、URL が変換
されます。つきましては、リンク先をご確認頂いた際のブラウザに表示された URL ではなく、本リリースに掲載
させて頂いております URL をそのまま貼り付けて頂きますようお願いいたします。 

 
【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 
 

本リースに関するお問い合わせ先 
株式会社ユニットコム 販促企画部 
Tel : 06-6647-6077 / Fax : 06-6647-6099 
E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp 

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

形状 ミニタワータイプ 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
http://www.sellmore.jp/

