2019 年 7 月 26 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
NVIDIA GeForce RTX 2070 と第 9 世代インテル Core i7 を搭載した
レーシングドライバー宮田莉朋 選手コラボゲーミングノート PC 新発売

※画像はイメージです。

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、
「iiyama PC」ブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、NVIDIA® GeForce RTX
™ 2070 グラフィックスと第 9 世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載したレーシングドライバー
宮田莉朋 選手コラボゲーミング PC を新発売いたしました。
■ 宮田莉朋 選手とのコラボゲーミング PC
LEVEL∞(レベル インフィニティ)より、宮田莉朋 選手とのコラボゲーミング PC が新登場！世界各地
を飛び回るレーシングドライバー宮田選手は、ゲーマーであることでも知られており、FPS ゲームやレ
ースゲームが得意な宮田莉朋 選手とのコラボゲーミング PC が実現しました。
■ レーシングドライバー 宮田莉朋 選手について
4 歳からレースをはじめ、2014 年の全日本カート選手権の KF1 クラスで最年少優勝しました。そして、
FIA-F4 では 2016 年と 2017 年にシーズンチャンピオンを獲得し、2017 年より F3 に出場を果たしまし
た。2018 年からは最年少ドライバーとして SUPER GT へも参戦しています。
■ GeForce RTX 20 シリーズ NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 グラフィックス
NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 グラフィックスは、従来の GeForce GTX 10 シリーズから大幅に進化した
「NVIDIA Turing™ GPU アーキテクチャ」と次世代の超高速「GDDR6 メモリ」を採用した新しい GPU で
す。臨場感あふれるゲームの世界を存分にお楽しみいただけます。
■ 第 9 世代インテル® Core i7-9750H プロセッサー
第 9 世代インテル® Core i7-9750H プロセッサーは前世代に比べて L3 キャッシュ、ベースクロック、

ブースト時の最大クロックが向上しています。物理 6 コアに加えハイパースレッディング機能により
最大で 12 スレッドの処理に対応します。
ゲーム用途のみならずさまざまな作業にも威力を発揮します。
■ 144Hz の高リフレッシュレートに対応した 15 型フル HD 液晶
ゲームをプレイすることにこだわり、144Hz の高リフレッシュレートに対応、通常の表示にくらべて圧
倒的になめらかに表示され、激しく動き回る画面でもはっきりとターゲットをとらえることができま
す。GeForce RTX™ 2070 グラフィックスの高い描画性能と合わせて非常になめらかな表示で、ゲームを
存分に楽しむことができます。
◆ レーシングドライバー宮田莉朋 選手コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_ritmo_miyata.php?utm_source=pr&utm_medium=p190726_1&utm_campaign=i01

■ 宮田莉朋 選手 プロフィール / 経歴
所属：TDP トヨタ自動車
2018 年：
高校卒業
F3・SGT・S 耐・インタープロトシリーズ参戦
2017 年：
全日本フォーミュラ 3 選手権（シリーズ 4 位）
FIA F4 JAPANESE CHANPIONSHIP（シリーズチャンピオン）
2016 年：
全日本カート選手権 KF クラス（シリーズチャンピオン）
FIA F4 JAPANESE CHANPIONSHIP（シリーズチャンピオン）

【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-15FR102-i7-TORS-Ritmo [Windows 10 Home]
販売価格：188,980 円（税別）～

/

204,098 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=694847&utm_source=pr&utm_medium=p190726_1&utm_campaign=i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i7-9750H

チップセット

インテル® HM370

メモリ

DDR4-2666 SO-DIMM 8GB×2(計 16GB)

SSD

480GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 8GB GDDR6

液晶

15.6 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット) 144Hz リフレッシュレート

無線 LAN

IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0

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。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【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

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

