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株式会社 ユニットコム 

 

iiyama PC より、第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載

BTO パソコン予約販売開始 
 

 

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、第 13 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載した BTO

パソコンの予約販売を開始いたしました。また、CPU 単品パーツは近日発売予定になります。 

 

■ 第 13 世代 インテル® Core™ プロセッサーについて 

 

第 13 世代インテル® Core™ プロセッサーは、前世代と同様にシング

ルスレッド処理性能を重視した Performance-core（P-core）と、マル

チスレッド性能を重視し電力効率に優れた Efficient-core（E-core）

を同じシリコンダイ上に実装しています。P-core の CPU コア毎の L2

および L3 キャッシュ容量を増加させ、処理性能を高めました。 

さらに E-core は最大で 16コア実装と倍増しており、ハイパースレッ

ディングに対応した P-core の最大 8 コア実装と合わせて、最大 24 コ

ア 32 スレッドとなりました。 

 

◇ 第 13 世代 インテル® Core™ プロセッサー 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/intel_13thgen.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220928_1&utm_content=nonpay 

 

 

 



■ 最新 OS に最適化 

第 13 世代インテル® Core™ プロセッサーは、OS が CPU コアの割り当てを支援する機能（インテル® ス

レッド・ディレクター）を実装しています。このスレッド・ディレクターから得られる情報を OS の

スケジューラーにフィードバックすることで、P-coreと E-core を適切に使い分けることができま

す。Windows 11 などの最新の OS ではインテル® スレッド・ディレクターに最適化したスケジューラー

が標準で実装されており、第 13 世代インテル® Core™ プロセッサーの性能を最大限に発揮することが

できます。 

 

■ モデルのご紹介 

下記は、第 13 世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載 BTO パソコンのモデル例になります。他にも

複数のモデルをご用意しております。 

 

【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：LEVEL-R779-LC137KF-SAX [Windows 11 Home] 

販売価格：309,800 円 

※モニタは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=928109&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220928_1&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i7-13700KF / インテル® Z790 / DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 

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 

 

製品名：LEVEL-R779-LC139KF-VAX [Windows 11 Home] 

販売価格：419,800 円 

※モニタは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=928134&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220928_1&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i9-13900KF / インテル® Z790 / DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 

32GB(16GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3080 10GB GDDR6X 

/ ミドルタワー / ATX / 800W 80PLUS® GOLD 認証 ATX 電源 

 



 

製品名：SENSE-F079-LC137KF-TAX [Windows 11 Home] 

販売価格：329,800 円 

※モニタは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=928125&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220928_1&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home / インテル® Core™ i7-13700KF / インテル® Z790 / DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 

16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3070 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。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  

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 

 


