2019 年 1 月 10 日
株式会社 ユニットコム

LEVEL∞ 主催 e スポーツ・ゲーミング大会シリーズ
「LEVEL∞ UP Battle#5」開催決定！
2019 年最初の大会はレインボーシックス シージ！

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「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」主催の定期開催 e スポー
ツ大会『LEVEL∞ UP シリーズ』2019 年最初の大会を 1 月 19 日（土）に開催することを決定いたしま
した。
この『LEVEL∞ UP シリーズ』は毎月タイトルを変えて開催する、新しい e スポーツ大会です。複数
のゲームを楽しむコアゲーマーの皆様と、その時その時にホットなゲームの大会を開催していく、新
しい試みのゲーム大会として継続していきます。「LEVEL∞ UP」は、「ゲーマーとしてのレベルを無限
に上げたい」というファンの皆様と共に、成長していきたいと考えています。
本大会では、現在世界的な e スポーツタイトルとして急速拡大中の Ubisoft が送るタクティカルシ
ューター、
「レインボーシックス シージ（以下 R6S）
」を採用します。エントリー受付は 1 月 10 日（木）
15:00 より。一次締め切りを 1 月 16 日（水）23:59 とし、1 月 17 日（木）19:00 に当選チーム発表。
トーナメント本番は 2019 年 1 月 19 日（土）13:00 より開始です！
大会の模様は LEVEL∞ UP 公式 MC OooDa 氏と、おなじみの人気解説者陣による実況解説付きで生放
送が行われるほか、放送中に発表されるいくつかのキーワードを集めて応募することで抽選に参加で
きる視聴者プレゼントも用意しております（視聴者プレゼント詳細は後日発表）
。
本大会の運営は、e スポーツ大会ブランド JCG（株式会社 JCG、東京都）が行います。
LEVEL∞ UP Battle#5 R6S 公式サイト
http://levelinfinityup.j-cg.com/battle5/

e スポーツプレイヤーは、勝利のために最高のフレームレートと高い信頼性を必要としています。コマ
落ちや入力遅延の有無が勝敗に影響を与えることもあります。GeForce RTX™ 20 シリーズ、GeForce®
GTX 10 シリーズグラフィックスカードはこれらのゲームプレイに欠かせない必須条件を高い精度で
実現しており、プロゲーマーにとって唯一無二の選択となります。 iiyama LEVEL∞ では、最新の
GeForce RTX™ 20 シリーズに加え、ワットパフォーマンスやコストパフォーマンスにも優れる
GeForce® GTX 10 シリーズ グラフィックスカードを採用し、e スポーツのプロゲーマーだけでなく一
般のゲーマーの皆様にも究極のゲーム体験とゲーム大会の熱狂を提供いたします。
大会概要
番組名
大会時間

LEVEL∞ UP Battle #5 R6S
2019 年 1 月 19 日(土) 13:00 ～ 22:00
※終了時間は変更の可能性があります

タイトル

PC 版 レインボーシックス シージ

主催

LEVEL∞（レベル インフィニティ）

特別協賛

NVIDIA®（エヌビディア）

協賛

インテル®、AKRacing、ASUS、ELSA、Razer、Western Digital（WD）
、GRAPHT

内容
登録受付

最大 64 チーム参加、準決勝まで BO1、決勝のみ BO3 のシングルエリミネーショント
ーナメント（3 位決定戦無し）を開催します。
http://levelinfinityup.j-cg.com/r6s/compe/9
※チーム全員が、大会当日に 17 歳以上の方のみ参加可能です。
賞金・賞品はチーム単位で贈呈されます。
・ 優勝：100,000 円、∞Exp +6000
・ ２位：30,000 円、∞Exp +3000
・ ベスト４：∞Exp +1000（２チーム）

賞金・賞品

・ 参加賞：全員もれなく ∞Exp +100
抽選で 10 名（※）に BitCash 1,000 クレジット
・ 勝利ポイント：勝利チーム全員が ∞Exp +100
（試合に勝利するごとに加算）
※ 補欠含む全参加チームの登録メンバーから抽選。辞退・棄権チームは無効
【レインボーシックス シージ ESPORTS YouTube チャンネル】
https://gaming.youtube.com/c/rainbow6jp

生放送ページ

【レインボーシックス シージ ESPORTS Twitch チャンネル】
https://www.twitch.tv/rainbow6jp
【LEVEL∞ UP Mixer チャンネル】
http://mixer.com/levelinfinityup
LEVEL∞ UP 公式 MC、実況： OooDa (Twitter: @OooDa)

出演者

解説：BEESUN（父ノ背中 所属、Twitter： @nhgbsun）
解説：中川ﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾗ･ｳﾞｧﾘｴｰﾙ（父ノ背中 所属、Twitter： @QooLAmD）
解説：ふり～だ（Team GODSGARDEN 所属、Twitter： @frieda0914）

実況 MC

解説

解説

LEVEL∞ UP 公式 MC

BEESUN

中川ﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾗ･ｳﾞｧﾘｴｰﾙ

OooDa

（父ノ背中）

（父ノ背中）

解説

ふり～だ
（Team GODSGARDEN）

イベント情報はパソコン工房 Twitter (https://twitter.com/unitcom_info) や JCG Twitter
（https://twitter.com/JCGjp）にてお伝えしていきますので、ぜひご注目ください！
LEVEL∞ について
「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」はFPSゲーム、オンラインゲームなど数々のPCゲームに対
応、eスポーツプロプレイヤーや、各地でのゲーム大会でも採用実績を誇るゲーミングPC。優れた品
質とカスタマイズ性を両立し、コストパフォーマンス抜群の国内生産「iiyama PC」のゲームPCブラ
ンド。すべてのゲーマーに快適なゲーミング環境を実現いたします。
※「LEVEL∞」はこの度のゲーミング大会「LEVEL∞ UP Battle#5」の公式動作推奨パソコンとなりま
す。
JCG について
JCG（旧名：Japan Competitive Gaming）は、競技性の高い対戦ゲームの大会を開催する、国内最
大級の e スポーツプラットフォームです。サイト登録人数は 10 万人以上、年間 400 以上の大会を
開催し、300 万を超す配信視聴者数を持つなど、多くのファンに支持されている大会サイトです。

□LEVEL∞（レベル インフィニティ）
https://www.pc-koubou.jp/pc/game.php
□パソコン工房のホームページ
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、
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

プロモーション部

Tel : 03-4334-9037/Fax : 03-4334-9012
E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp

