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iiyama PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）
」より、
第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサー 搭載
『TERA 推奨パソコン』を発売
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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、第 10 世代 インテ
ル® Core™ プロセッサー 搭載『TERA 推奨パソコン』を発売いたしました。

■ TERA とは
『TERA :The Exiled Realm of Arborea』は、圧巻の美しいグラフィ
ックとフリーターゲッティングシステムによる爽快アクションを基
本無料で堪能できる、ファンタジーMMORPG の最高峰です。

■ 第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載
第 10 世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー・Core™ i5 プロセッサー・Core™ i3 プロセッサーでは
インテル® Hyper-Threading テクノロジーに対応しスレッド数が増加しました。コア数やスレッド数
が増加したことで、ゲーミングやクリエイティブといったマルチスレッド性能が求められる用途で大
きくパフォーマンスアップします。
◇ TERA 推奨パソコン 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/tera.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201229_2&utm_content=nonpay

■ TERA 推奨パソコン 購入特典
パソコン工房で「TERA 推奨パソコン」を購入すると、これから TERA を始める方に嬉しい特典をプレゼ
ント!

・TERA 推奨パソコン購入特典 1『豪華アバター』
ブラックドレス、ブラックスーツから自分のキャラクター(種族・性別)にあったアバターを 1 つ獲得
できます!
アイコン

アイテム名
ブラックド
レス

ブラックス
ーツ

効果

属性

黒鳥の美しさを彷彿とさせる、華麗な

女性専用、Lv1 以上使用可能、着用時

黒のワンピースドレス。ファッション

帰属、トレード可、商店処分不可、ギ

ウィンドウの「胴」部分に装着できる。

ルド倉庫保管不可

黒と白金の華麗な調和が特徴の男性

男性専用、Lv1 以上使用可能、着用時

用パーティースーツ。ファッションウ

帰属、トレード可、商店処分不可、ギ

ィンドウの「胴」部分に装着できる。

ルド倉庫保管不可

・TERA 推奨パソコン購入特典 2『ゲーム内アイテム』
【スキル書】雌獅子召喚、
【アカウント内共有メダル】ポポリメダル 500 枚をはじめ、お得なアイテム
の揃った「ビギナー応援セット」といったゲーム序盤を有利に進められるゲーム内アイテムをプレゼ
ント!
アイコン

アイテム名

効果

【スキル書】 騎乗可能な雌獅子を召喚するスキル
雌獅子召喚

を習得できる。移動速度 280

属性
Lv1 以上使用可能、トレード不可、ギ
ルド倉庫保管不可

【アカウン
ト内共有メ
ダル】ポポリ
メダル 500

ゲーム内メインメニュー「ショップ>ポポリメダルショップ」より、様々な
アイテムとの交換ができるアカウント内共有メダル。

枚

・ビギナー応援セット
サーバー内の倉庫拡張アイテムや各種便利アイテムなど、これから TERA を始める方に必要なとてもお
得なアイテムセット!

アイコン

アイテム名

効果

属性

10 日間、狩りによる獲得経験値が 1
高速成長 100

00%増加。※キャラクターレベル上限

(10 日)×1

に達している場合は使用できませ
ん。

交渉の名手 1

10 日間、クエストによるゴールド報

00(10 日)×1

酬が 100%増加。
サーバー内での倉庫を 1 タブ(72 ス

倉庫拡張×1

ロット)追加できる。※倉庫の最大タ
ブ数は 1 サーバーあたり 4 タブ

【連合補給
品】ポーショ

効果中に一定量の HP が持続回復し、

品】マナポー

商店処分不可、ギルド倉庫保管不可

全 HP の 75%が回復される。

ン×10
【連合補給

Lv1 以上使用可能、トレード不可、

効果中に一定量の MP が持続回復し、
全 MP の 75%が回復される。

ション×10
【連合補給
品】ラピッド

使用すると全 HP の 50%が即時に回復

ポーション

される。

×20

【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-M046-iX4-RJS-TERA [Windows 10 Home]
販売価格 ：92,980 円～（税別）/

102,278 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=774387&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201229_2&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core i5-10400

チップセット

インテル® B460 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計 16GB)

SSD

480GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ 6GB GDDR6

電源

500W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名 ：LEVEL-15FXR21-i7-ROXX-TERA [Windows 10 Home]
販売価格 ：140,980 円～（税別）/

155,078 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=774362&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201229_2&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core i7-10750H

チップセット

インテル® HM470

メモリ

DDR4-2666 S.O.DIMM 8GB×2(計 16GB)

M.2 SSD

500GB SSD / NVMe 対応 M.2

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB 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 ax/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。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

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

