
 

2021 年 5 月 13 日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」 

ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル 2021 協賛! 

開催期間中、推奨パソコンがお得に購入できる Web クーポンも配布！ 
 

 

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)」として 2021 年 5 月 15

日(土) 16 日(日)の 2 日間開催される、「ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル

2021」にスポンサーとして協賛いたします。 

 

これを記念して、インテル® Core™ i7 プロセッサー、NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 を搭載した、

LEVEL∞ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコンを新たに 2 モデル発売いたしました。更に、ファ

ンフェス開催期間中 推奨パソコンがお得に購入できる Web クーポンコードも配布いたします。 

 

LEVEL∞ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコンは、高いグラフィック処理能力により、美麗なグ

ラフィックで描写されるエオルゼアでの冒険を快適にお楽しみいただけます。 



 

 

■「ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル 2021」とは 

2021 年 5 月 15 日(土)、16日(日)の 2 日間にわたって全ステージオンライン無料配信で開催される

「ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル 2021」は、世界中のプレイヤーが同時

に参加できる形のファンフェスです。オンラインで繋がったファンフェスならではの体験や一体感が

楽しめるコンテンツをご用意して、皆さんの参加をお待ちしています。 

 

ゲーミング PC  LEVEL∞は 「ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル 2021」に

スポンサーとして協賛しています。 

 

「ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル 2021」特設サイト 

https://fanfest.finalfantasyxiv.com/2021/jp/ 

 

 

 

■ファイナルファンタジーXIV とは 

「ファイナルファンタジーXIV」は、壮大な「エオルゼア」という世界を舞台に、ネットワークを通

じて、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるオンラインゲームです。冒険は戦いだけではなく、ア

イテムの製作や、チョコボの育成など様々にあり、その遊び方は冒険者であるあなた次第!お馴染み

の召喚獣やモーグリ、飛行艇…… そして仲間たちが待つ、新たな FF の世界に、さあ旅立ちましょ

う! 

 

「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト 

https://sqex.to/oRZf0 

 

■LEVEL∞ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコンとは 

LEVEL∞ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコンは、ファイナルファンタジーXIV Windows®版のプ

レイにおいて、スクウェア・エニックス独自の検証基準を満たし、動作確認を受けたオススメの推奨

パソコンです。 LEVEL∞では、ファイナルファンタジーの世界をより熱中して楽しめるようパソコン

のスペックにもこだわり、ゲーム処理を快適にこなす最新のハードウェアをいち早く採用していま

す。また、推奨パソコンは BTO(Build to Order)によるカスタマイズが可能となりますので、ゲーム

を素早く起動する SSD の増設など、ご利用に合わせたスペック構成をしていただけます。 

 

ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/ff14.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210513_1&utm_content=nonpay 

 

 



■5 月 14 日(金)より推奨パソコンが 3,000 円(税込)OFF となる期間限定 WEB クーポンコードを配布！ 

「ファイナルファンタジーXIV デジタルファンフェスティバル 2021」開催、LEVEL∞協賛を記念し

て、2021 年 5 月 14 日(金) より FF14 デジタルファンフェス 特設サイト、ならびに LEVEL∞公式

Twitter アカウントにて、LEVEL∞ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコンが 3,000 円(税込)OFF

で購入できる WEB クーポンコードを期間限定で配布いたします。ぜひこの機会にご利用下さい。 

 

iiyamaPC LEVEL∞ 公式 Twitter (@LEVEL_INF) 

https://twitter.com/LEVEL_INF 

 

配布：有効期間：2021 年 5月 14 日(金) 0:00 ～2021 年 5 月 30 日(日) 23:59  

※WEB クーポンコードの利用には、パソコン工房 WEB 会員またはビジネスご優待会員へのご登録と

ログインが必要となります 

※WEB クーポンコードの対象は、LEVEL∞ ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコンに限ります 

※他の WEB クーポンコードとの併用はできません 

 

 

【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-R059-117-RBX-XIV [Windows 10 Home] 

販売価格 ：168,980 円～（税別）/ 185,878 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=819553&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210513_1&utm_content=nonpay 

 

 

OS Windows 10 Home 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i7-11700 

チップセット インテル® Z590 

メモリ DDR4-3200 DIMM 8GB×2(計 16GB) 

ストレージ 1TB  M.2 SSD / NVMe 対応 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

グラフィックス NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6 

電源 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 



 

●製品名：LEVEL-15FXR23-i7-RASX-XIV [Windows 10 Home] 

販売価格 ：152,980 円～（税別）/ 168,278 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=819555&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210513_1&utm_content=nonpay 

 

 

【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 プロモーション部 

Tel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9012 

E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp 

OS Windows 10 Home 64 ビット 

プロセッサー インテル® Core i7-10870H 

チップセット インテル® HM470 

メモリ DDR4-2666 SO-DIMM 8GB×2(計 16GB) 

ストレージ 500GB  M.2 SSD / NVMe 対応 

光学ドライブ 光学ドライブ非搭載 

グラフィックス NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 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 

mailto:uni-kikaku@unitcom.co.jp

