
2015年 8月 20日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

iiyamaBiz、 パソコンや内部データをより強固に安全性を守る 

「 セキュリティチップ(TPM) 」搭載パソコンが登場 
 

 

※画像はイメージです。 

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、パソコン工房 Web サイト

にて、iiyamaBiz から、パソコンの盗難や不正アクセスから内部データをより強固に守るセキュリティ

チップ（TPM）搭載パソコンの発売を開始いたしました。 

 

簡易なセキュリティの元で管理されているパソコンを使用している場合、不正にアクセスされたり盗

難などでパソコンそのものを持ち出されたりすると、内部データの読み出しや流出が発生しかねませ

ん。セキュリティチップ(TPM：Trusted Platform Module)搭載パソコンは、パソコンのプラットフォ

ームの完全性や改ざんをチェックし、暗号鍵を安全に保護、暗号化処理を専用のモジュールを他の内

部デバイスから独立して搭載することにより、強固なセキュリティを持たせることができます。 

そのため、官公庁、金融機関、保険分野などにおける機密性の高い企業情報・個人情報を管理する業

務に適しています。 

 

『セキュリティチップ（TPM）』とは 



TPM(=Trusted Platform Module)は、TCG(=Trusted Computing Group)という国際的な業界団体で仕様

が策定されているセキュリティチップです。 

 

■主なセキュリティ機能 

・セキュリティプラットフォームが正しいものであり、仕様に則しているかをチェック 

・パソコンがハードウェア的・ソフトウェア的に不正に改ざんされていないかをチェック 

・TPM 内部に保存された暗号鍵は、決して外部に出さず保護する 

・TPM 内部で 2048bit の暗号処理、暗号に関わるハッシュの計算処理や乱数の生成処理を行う 

 

■セキュリティチップ(TPM)でできること 

・ ストレージ内のデータを暗号化し、暗号キーを保護することによる不正アクセスの防止 

・ 暗号化メールの送受信と盗聴／なりすましの防止 

・ 個人認証と Windows ログオン情報の保護 

 

さらに、BitLocker ドライブ暗号化に対応した Windows をご利用であれば、すぐに TPM と連携したデー

タの暗号化を行うことが可能です。  

TPMを搭載しないパソコンでも BitLocker 暗号化の機能を使うことはできますが、独立した専用のセキ

ュリティチップである TPMを使用することで、スマートかつ強固にドライブのデータ保護が行えます。 

 

■セキュリティチップ(TPM)設定ユーティリティと導入ガイドが付属 

TPM の設定を行うユーティリティーソフトウェアと、BIOS での設定方法から Windows 上でのユーティ

リティーソフトウェアのインストール方法までを詳しく解説した導入ガイドが付属いたします。 

 

 

大きな被害を未然に防止するためにも、セキュリティ機能が強化された「セキュリティチップ(TPM)搭

載パソコン」の導入をご検討ください。 

 

iiyamaBiz セキュリティチップ(TPM)搭載パソコン 

http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_tpm_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i

01 

 

国内最大級のパソコンショップ「パソコン工房」では、オプションとして 3 年保証も選択可能、安心

してご購入・ご利用いただけます。 

 

 

【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：bz-M5220-C-SucureT+PRO-HD-TPM 

販売価格：64,980 円～（税別） 70,179 円～（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzm522cstphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm

_campaign=p150820i02 

 

OS Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP) 

プロセッサー インテル(R) Celeron G1840 プロセッサー 

http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_tpm_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i01
http://www.pc-koubou.jp/pc/bz_tpm_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i01
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzm522cstphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i02
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzm522cstphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i02


 

 

●製品名：bz-S5220-C-SecureT+PRO-HD-TPM 

販売価格：64,980 円～（税別） 70,179 円～（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzs522cstphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm

_campaign=p150820i03 

 

 

 

●製品名：bz-S5220-i3-SecureT+PRO-HD-TPM 

販売価格：74,980 円～（税別） 80,979 円～（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzs522i3stphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&ut

m_campaign=p150820i04 

 

 

 

●製品名：bz-M5220-i3-SecureT+PRO-HD-TPM 

販売価格：74,980 円～（税別） 80,979 円～（税込） 

マザーボード インテル(R) B85 Express チップセット  

+ TPM セキュリティチップ [ASUS B85M-E + TPM/FW3.19] 

メモリ DDR3-1600 4GB×1(計 4GB) 

HDD 1TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 非搭載 

グラフィック インテル(R) HD Graphics(CPU 統合グラフィックス) 

電源 500W 80PLUS GOLD 認証 ATX電源 

OS Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP) 

プロセッサー インテル(R) Celeron G1840 プロセッサー 

マザーボード インテル(R) B85 Express チップセット  

+ TPM セキュリティチップ [ASUS B85M-E + TPM/FW3.19] 

メモリ DDR3-1600 4GB×1(計 4GB) 

HDD 1TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 非搭載 

グラフィック インテル(R) HD Graphics(CPU 統合グラフィックス) 

電源 300W 80PLUS GOLD 認証 TFX電源 

OS Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP) 

プロセッサー インテル(R) Core i3-4170 プロセッサー 

マザーボード インテル(R) B85 Express チップセット  

+ TPM セキュリティチップ [ASUS B85M-E + TPM/FW3.19] 

メモリ DDR3-1600 4GB×1(計 4GB) 

HDD 1TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 非搭載 

グラフィック インテル(R) HD Graphics 4400(CPU 統合グラフィックス) 

電源 300W 80PLUS GOLD 認証 TFX電源 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzs522cstphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i03
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzs522cstphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i03
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzs522i3stphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i04
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzs522i3stphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i04


http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzm522i3stphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&ut

m_campaign=p150820i05 

 

 

 

［ご注意］セキュリティチップ(TPM)搭載パソコンのご使用にあたり 

・TPMに対応した専用のアプリケーションやユーティリティーソフトウェアなどがそれぞれに必要になる場合があ

ります。 

・運用管理につきましては、お客様にて行ってください。 

・TCGに準拠したセキュリティチップを搭載しておりますが、すべての状況下でパソコン本体、データの完全な保

護を保証するものではありません。 

・いかなる障害・損害に関しても、当社では一切の責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

■iiyamaBiz(イイヤマ・ビズ)とは 

さまざまな ビジネスシーン での活用を想定し、要求される信頼性、耐久性を重視しながら、現場で

の管理運用にまで配慮した、iiyamaPC ブランドの企業様（法人）向けパソコンです。 

 

■購入後も安心のサポート！ 

24 時間 365日受付のサポートセンター、全国店舗ネットワーク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 

http://www.pc-koubou.jp 

 

※文中の社名、製品名等は、各社の商標または登録商標である場合があります。 

※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  

OS Windows 8.1 Pro 64 ビット(DSP) 

プロセッサー インテル(R) Core i3-4170 プロセッサー 

マザーボード インテル(R) B85 Express チップセット  

+ TPM セキュリティチップ [ASUS B85M-E + TPM/FW3.19] 

メモリ DDR3-1600 4GB×1(計 4GB) 

HDD 1TB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 非搭載 

グラフィック インテル(R) HD Graphics 4400(CPU 統合グラフィックス) 

電源 500W 80PLUS GOLD 認証 ATX電源 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzm522i3stphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i05
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/bzm522i3stphd-tpm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150820i05


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、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 

 

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/
mailto:order-webmaster@pc-koubou.co.jp

