
2015年 9月 11日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

【 「World of Tanks」PC メーカー対抗トーナメント 】に 

イイヤマン・レッド率いる『チーム・レベル インフィニティ』の参戦が決定！ 

～  「 東京ゲームショウ 2015 」にて、9 月 20 日（日）開催  ～ 
 

 

※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、「東京ゲームショウ2015」

で9月20日(日)に開催される【「World of Tanks」 PCメーカー対抗トーナメント】に「チーム・レベル

インフィニティ」として参戦いたします。 

 



20万人を超える来場者が予想され、9月17日から幕張メッセで開催される『東京ゲームショウ2015』。 

この中で行われるイベント【「World of Tanks」 PCメーカー対抗トーナメント】に、強力メンバーを

結集させ「チーム・レベル インフィニティ」として参戦いたします。 

 

このトーナメントバトルは、今年の12月に開催が予定されている『「World of Tanks」第3次秋葉原上

陸作戦』における旗艦店舗の権利をかけて、各メーカーが総当たり戦を繰り広げます。 

当社は、テクニカルライターの高橋 敏也氏、戦車おじさんで知られる名取 貴裕氏、アイドルゲーマ

ーの水沢 柚乃さんをお迎えし、イイヤマンレッドとイイヤマン臨時戦隊アキラとともに、「チーム・

レベル インフィニティ」を結成いたしました。 

「チーム・レベル インフィニティ」は、トーナメントバトルを制し、貴重な権利獲得を目指します。 

皆さまの熱いご声援、よろしくお願いいたします。 

 

 

東京ゲームショウ2015「World of Tanks」 PCメーカー対抗トーナメント参戦決定！ 

特設サイト ： http://www.pc-koubou.jp/pc/tgs_wot_battle.php 

 

 

【 「World of Tanks」 PCメーカー対抗トーナメント 】 2015/09/20(sun) ON BATTLE！ 

 

●「World of Tanks」 PCメーカー対抗トーナメント 

開催日 ： 2015年9月20日（日） 

開催時間： 13：00～  

会場  ： 東京ゲームショウ2015「WARGAMING JAPAN」ブース ホール7-S01 

 

●参戦メンバーご紹介 

高橋 敏也(テクニカルライター) 

「改造バカ」で知られ、Impress PC Watchを中心に活躍するテクニカルライター。   

秋葉原のイベントでも引っ張りだこの人気を誇る。 

 

名取 貴裕(愛称：戦車おじさん) 

「戦車おじさん」の愛称で親しまれるWoT大会実況のプロフェッショナル。  

WoTに対する深い知識とゲーム愛は他の追随を許さない。 

 

水沢 柚乃(アイドルゲーマー) 

グラビアアイドルとして活躍する17歳。 

"アーケードゲーム、アニメ漫画廃墟とラーメンが大好き"という彼女のWoTの腕前はいかに！ 

 

イイヤマンレッド (iiyama PC 応援キャラクター) 

『戦国戦隊 イイヤマン』のリーダーで熱血漢。  

今回は「LEVEL∞ (レベル インフィニティ) WoT推奨PC」応援のため厳しい特訓を経て参戦する。 

 

アキラ(イイヤマン臨時隊員) 

秋葉原ゲーミングPCショップ「LEVEL∞HUB(レベル インフィニティ ハブ)」によく出没するため 

イイヤマンレッドに見込まれる。 

 

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


 

●「World of Tanks」 PCメーカー対抗トーナメントの試合形式 

 総当り戦 ： 当日は合計で3試合行われます。 

勝利条件 ： 1勝先取制（敵チームの全滅 or 陣地の奪取） 

試合時間 ： 10分（時間切れの引き分けの場合は残存車輌数の多い方が勝利） 

使用車両 ： ティア8車輌 

車輌編成 ： 軽戦車、中戦車、重戦車、駆逐戦車、自走砲がそれぞれ1輛ずついること。 

使用マップ： 当日決定 

主砲弾  ： プレミアム砲弾使用不可 

 

 

勝利を目指し、メンバーの特訓が始まりました！  

 

「高橋敏也氏 戦車道に目覚めました！？」 

勝利へのヒントを得られるか？ 

「高橋敏也責任無編集 本ナマ！改造バカ」のニコニコ生放送で特訓状況の配信が行われます。  

 

●第8回 「World of Tanksの試合に出るぞ！～お勉強編～」 

    ウォーゲーミングジャパン ミリタリアドバイザー 宮永忠将氏と戦車について語りあいます。 

 番組情報 ： http://live.nicovideo.jp/watch/lv234471777 

 

●第9回 「World of Tanksの試合に出るぞ！～カトー教官地獄の特訓編～」 

    戦友のライター 加藤勝明氏と一緒にWorld of Tanks戦地を駆け巡ります。 

番組情報 ： http://live.nicovideo.jp/watch/lv234477538 

 

「イイヤマンレッド！戦地へ乗り込み極秘特訓！！」  

秘策をこっそり聞いてみた！ 

勝つための手段を選ばないイイヤマンレッドは、運営会社のウォーゲーミングジャパンに乗り込み、 

屈指の司令塔 Taro_jp 氏のアドバイスを受けてきました。 

マンツーマン特訓の様子は、近日特設サイトで公開いたします。 

 

 

 

 

 

■「World of Tanks」（WoT）とは 

World of Tanks は、20世紀中盤の装甲車両同士の戦いを題材としたチーム戦形式の大規模マルチプレ

イヤー・オンラインゲームです。 リアルなグラフィックで往年の名戦車を再現、広大なマップで相手

チームとの壮絶な戦いを繰り広げます。 また、搭乗員の訓練や拡張パーツなどによる成長要素もあり、 

クランに加入することで架空の領土争いに参戦し勝利に貢献することもできます。 他の鉄のカウボー

イたちと肩を並べて壮大な戦車戦に挑み、世界の覇権をかけて戦いましょう! 

 

World of Tanks オフィシャルサイト  

http://worldoftanks.asia/ 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv234471777
http://live.nicovideo.jp/watch/lv234477538
http://worldoftanks.asia/


 

World of Tanks にて最強の PC メーカーを決定！「PC メーカー対抗トーナメント」 

http://worldoftanks.asia/ja/news/pc-browser/23/tgs2015-pcmaker-tournament/ 

 

 

LEVEL∞(レベル インフィニティ) で、「World of Tanks 推奨パソコン」好評販売中。 

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

 

今なら、World of Tanks 推奨 PC の購入で World of Tanks ゲーム内で使える「招待コード＆ボーナス

コード」と引き換えができるシリアルカードをプレゼント! 

 

 

■LEVEL∞ゲーミングパソコンを体感したい方は、「LEVEL∞HUB」へ！  

 

LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ） 

 

〒101-0021 

東京都千代田区外神田 3-13-2 

TEL：03-3526-3571 / FAX：03-3526-3572 

営業時間：11:00-20:00 

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

 

 

■「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）」 

「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）」は、東京・秋葉原にオープンした次世代体験型店舗で

す。ユニットコムがゲームライフをとことん楽しむためのゲーミング PC として生み出した「LEVEL∞

（レベル インフィニティ）」シリーズの実機をお楽しみいただけます。店舗では、洗練された空間で

のゲーム体験、最新マシンによるリアルなプレイ、ゲーム環境に精通したプロスタッフによるコンサ

ルテーションが可能です。 

 

 

【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 

http://worldoftanks.asia/ja/news/pc-browser/23/tgs2015-pcmaker-tournament/
http://www.pc-koubou.jp/pc/wot.php
http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_hub.php
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/


           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 

 

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

