2018 年 5 月 1 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より
『 ブレイドアンドソウル 』推奨パソコン 2 機種を発売

※画像はイメージです。 ※モニターは別売りです。

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、信頼の JAPAN QUALITY「iiyama PC」ブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）
」よ
り、
『ブレイドアンドソウル』推奨パソコン 2 機種を発売いたしました。
■ インテル® Core™ i5 と NVIDIA® GeForce® GTX 1060 [3GB]搭載のミニタワーモデル
『LEVEL-M037-i5-RNJ-BNS』は、プロセッサーに第 8 世代インテル® Core™ i5-8400、グラフィックス
に NVIDIA® GeForce® GTX 1060 [3GB]を搭載しています。ミドルレンジクラスでありながら、ゲームプ
レイにおいて充分な性能を発揮します。筐体にはシンプル・コンパクトを体現するミニタワーケース
を採用しました。ゆとりある内部マージンを持ち併せているので、様々なカスタムにも対応します。
■ インテル® Core™ i7 と NVIDIA® GeForce® GTX 1060 [6GB]搭載のミドルタワーモデル
『LEVEL-R037-i7-RNR-BNS』は、プロセッサーに第 8 世代インテル® Core™ i7-8700、グラフィックス
に NVIDIA® GeForce® GTX 1060 [6GB]を搭載しています。筐体には落ち着いたデザインに、ハードディ
スクや PCI-Express カードの増設がしやすい ATX ケースを採用。パソコン購入後のメンテナンスも簡
易に行えます。
■ ブレイドアンドソウル推奨パソコン購入特典
ブレイドアンドソウル推奨パソコンをご購入の方に、ゲーム内通貨「龍玉」を効率よく獲得できる「燃
えさかる龍磨剤」(5,000 カイモ相当)2 個がもらえるシリアルコードをプレゼント！
さらに、この「燃えさかる龍磨剤」2 個のシリアルコードを 2018 年 4 月 25 日(水)定期メンテナンス終
了後～2018 年 5 月 23 日(水)定期メンテナンス開始前の期間中にご利用頂くと、2018 年 5 月 30 日(水)
定期メンテナンス終了後～2018 年 6 月 27 日(水)定期メンテナンス開始前の期間、
「燃えさかる龍磨剤」
を 2 個まで半額で購入できるキャンペーンを実施！

『 ブレイドアンドソウル 』推奨パソコン販売ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/bns.php?utm_source=pr&utm_medium=p180501_1&utm_campaign=i01

■ 『 ブレイドアンドソウル 』とは?
過酷な運命をアクションプレイで切り抜けろ！他の追随を許さない圧倒的なアクション性を誇る超大
型オンライン RPG です。
● 魅力的なプレイヤーキャラクター
キャラクターの外見カスタマイズは 9,999 兆通り以上！
自分好みのキャラクターを作り上げてプレイしよう！

● 特徴的で直感的な操作感
生命の息吹を感じる世界に心が躍る。
竹林に囲まれた風流な町並み。鋭利にそびえ立つ山々、広
大な砂漠に照りつける太陽。闇夜は月明かりに照らされ、
この世界を怪しげに彩る。広大なブレイドアンドソウルの
世界へ、今旅立とう！

鍛え上げられる最高の技
大地や空を瞬時に駆け抜けながら、戦いの場を求め鍛え上
げる。やがて岩をも砕く力が、多くの敵をなぎ払い、その
力が驚くべきものであることを実感する。

縦横無尽に大地を駆け巡る!
大地を瞬時に駆け抜け、壁面を駆け上がり、水面をも飛び
越える。今までに無い爽快な操作感を体験せよ！

生死を分ける結束の力
オンラインでつながったユーザー同士で、様々な協力プレ
イが可能。最大 6 人までのパーティープレイで攻略の難し
いダンジョンを乗り切れ！

ブレイドアンドソウル 公式サイト

http://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/landing/

【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-M037-i5-RNJ-BNS [Windows 10 Home]
販売価格 ：99,980 円～（税別）/

107,978 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=621149&utm_source=pr&utm_medium=p180501_1&utm_campaign=i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i5-8400

チップセット

インテル® Z370 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 4GB×2(計 8GB)

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

●製品名 ：LEVEL-R037-i7-RNR-BNS [Windows 10 Home]
販売価格 ：142,980 円～（税別）/ 154,418 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=621150&utm_source=pr&utm_medium=p180501_1&utm_campaign=i03

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8700

チップセット

インテル® Z370 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計 16GB)

SSD

240GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

【次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」】

本製品は、世界の iiyama が放つ、次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」のゲーミ
ングパソコンです。「LEVEL∞」は、世界的なオンラインゲーム人口の拡大と熱狂を背景に、ゲームラ
イフをとことん楽しむためのハイスペックラインとして誕生しました。多くの企業が海外に拠点を移
すなか、国内生産にこだわり、徹底した品質検証を行うことで高い製品クオリティをキープ。エント
リー層も含めた幅広いユーザーにオンラインゲームの扉を開きます。
世界の iiyama が放つ、次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」
https://www.pc-koubou.jp/pc/game.php

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 :

http://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

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

