2021 年 10 月 1 日
株式会社 ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、国内最高峰の賞金付き eSports 大会
「GameWithCup Featuring Fortnite vol.3」のスポンサードを発表
協賛記念として、「GameWithCup」開催記念セールを開始！

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、MCJ(証券コード 6670)100%子会社）は、
「iiyama PC」ブランド「LEVEL∞(レベル インフィ
ニティ)」より、株式会社 GameWith（本社：東京都港区、代表取締役：今泉 卓也、証券コード：655

2）が主催する 2021 年 10 月 3 日（日）開催の国内最高峰の賞金付き eSports 大会「GameWithCup Feat
uring Fortnite vol.3」(FORTNITE 使用)へのスポンサードを発表いたします。また、協賛記念として、
「GameWithCup」開催記念セールを開始いたします。
LEVEL∞は最新技術の粋を集めた設計と、ハード・ソフト各社との連携により、ゲーム時の安定動作を
保証します。さらに、熟練したスタッフがゲームに最適なスペックを検証することで、コストパフォー
マンスに優れたプロダクト構成を実現。最高レベルの品質と安心のサポート体制、コストパフォーマ
ンスを追求することで、全ての PC ゲームファンの皆さまに卓越したエクスペリエンスを提供し、エン
トリー層から TOP プロゲーマー/インフルエンサーも含めた幅広いユーザーに PC ゲーム/ストリーミン
グ配信の扉を開きます。
LEVEL∞国内最高峰の賞金付き eSports 大会「GameWithCup Featuring Fortnite vol.3」において TOP

プロたちが繰り広げる”ガチな戦い”を通じて、プロゲーマーおよび視聴するファンの皆様が楽しめる
よう、また、国内最大級のゲームメディア「GameWith」様と共同で全てのプロゲーマーの皆様や応援す
るファンの皆様、ゲームを楽しむ皆様へ、さらに快適なゲーミング環境/配信環境をご提案いたします。
■「GameWithCup」開催記念セール
協賛記念として、2021 年 10 月 1 日(金)よりパソコン工房 WEB 通販サイトにて「GameWithCup」開催記
念セールを開始いたします。「GameWithCup」開催記念セールではゲーミング PC「LEVEL∞(レベル イ
ンフィニティ)」をはじめゲーム環境に最適なデバイス等、様々な商品をご用意しております。
「GameWithCup」開催記念セール 特集ページ：
https://www.pc-koubou.jp/pc/gamewithcup.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211001_1_2&utm_content=nonpay

■ 5,000 円(税込)OFF WEB クーポンコード配布
「GameWithCup」開催記念セールでゲーミング PC「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」のご購入時にお
使いいただける 5,000 円(税込)OFF WEB クーポンコードを配布中です。この機会にぜひ WEB クーポン
コードをご利用ください。
クーポン有効期限：2021 年 10 月 14 日（木）13：59 まで
WEB クーポンコード：GWC5000
WEB クーポンコードの使い方

https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php

■ 「GameWithCup Featuring Fortnite vol.3」大会概要
大会名：GameWithCup Featuring Fortnite vol.3
主催：株式会社 GameWith
開催日：2021 年 10 月 3 日（日）
開催時間：14：00～20：00（予定）
参加者：運営事務局による招待制
採用タイトル：FORTNITE
対戦形式：ソロ×6 マッチ
大会形式：オンライン
参加チーム数：最大 100 名
賞金：総額 2,500,000 円
配信：公式チャンネル及びミラー配信
GameWithCup Featuring Fortnite vol.3 公式ページ
https://gamewithcup.jp/
GameWithCup Featuring Fortnite vol.3 公式配信
https://www.youtube.com/watch?v=hUBa-LzKGSI

■「GameWithCup」プロフィール
株式会社 GameWith が主催する賞金付き FORTNITE 大会。 最大同時視聴者は約 6.5 万人で国内大会とし
ては最大の集客を誇ります。
FORTNITE とは
100 人のプレイヤーが参加するマッチの中で最後のひとりになるまで生き残ることを目的とした「バト
ルロイヤル」方式のゲームです。独自の要素である「建築」を駆使して戦います。
フォートナイトには「バトルロイヤル」
、
「パーティーロイヤル」
、
「クリエイティブ」、そして「世界を
救え」の 4 つの主要なゲームモードがあり、どんなプレイヤーでも楽しめるようになっています。
対応しているプラットフォームは PC、PS4、Switch など様々なデバイスでのプレイが可能です。
全世界での競技人口は 3.5 億人以上と言われており、若年層を中心に人気を集めるゲームとなってい
ます。
■ モデルのご紹介
下記は、「GameWithCup Featuring Fortnite vol.3」開催記念セールクーポン対象モデルの例になり
ます。他にも複数のセールクーポン対象モデルをご用意しております。
【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。

【「GameWithCup」開催記念セールクーポン対象モデル／高冷却モデル】
●製品名 ：LEVEL-R9X5-LCR59W-XAX [RGB Build]

販売価格 ：465,980 円～（税別）/ 512,578 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=844182&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211001_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 9 5950X / 12cm×3 ラジエーターファン LED 水
冷 CPU クーラー / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2) / 1TB
NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3090 24GB GDDR6X / ミドルタワー / ATX
/ 850W 80PLUS® GOLD 認証 ATX 電源

【「GameWithCup」開催記念セールクーポン対象モデル】
●製品名 ：LEVEL-R0X5-R56X-RBX [RGB Build]
販売価格 ：184,980 円～（税別）/ 203,478 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=833502&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211001_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 5 5600X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR43200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / GeForce
RTX™ 3060 12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R05A-117-RBX [RGB Build]
販売価格 ：199,980 円～（税別）/ 219,978 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=833505&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211001_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11700 / インテル® Z590 [PRIME Z590A] / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ /
GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

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

