2021 年 11 月 25 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、「GameWith」Fortnite 部門 ぶゅりる選手、
あるべど選手、どきん選手のアジアチャンピオン獲得と、LED イルミネ
ーションを強化した「GameWith」LEVEL∞ RGB Build 新モデル発売を
記念して、5,000 円 OFF WEB クーポンやプレゼントキャンペーン実施

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、国内最大級のゲームメディア 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 6552）が運営する、プロ e スポーツチーム「GameWith」Fortnite 部門 ぶゅり
る選手、あるべど選手、どきん選手のアジアチャンピオン獲得と、LED イルミネーションを強化した「G
ameWith」LEVEL∞ RGB Build 新モデルの発売を記念して、5,000 円 OFF WEB クーポンやプレゼントキ
ャンペーンを実施いたします。
■ LED イルミネーションを強化した LEVEL∞ RGB Build 新モデル発売
3 基搭載された RGB LED イルミネーションファンがフロントを照らし、透明な強化ガラスのサイドパ
ネルからは明るく照らされたパソコン内部が見える、こだわりの LEVEL∞ RGB Build ゲーミング PC で
す。LED イルミネーションの RGB カラーをコントロールすれば、さらなる多彩な表情を見せ、外観をダ
イナミックに変化させます。こだわりのライトアップでモチベーションを高め、ゲームライフをとこ
とん楽しむことができます。

◇「GameWith」LEVEL∞ コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_gamewith.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211125_3&utm_content=nonpay

■ 5,000 円 OFF WEB クーポンコード配布
「GameWith」LEVEL∞ コラボゲーミング PC で使える 5,000 円 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 12 月 8 日（水）13：59 まで
WEB クーポンコード：GWCGR
WEB クーポンコードの使い方

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

※WEB クーポンコードのご利用にはパソコン工房 WEB 会員登録が必要となります。
※当 WEB クーポンコードはおひとり様 1 回限り、対象パソコン 5 台までお値引きが可能です。
■ プレゼントキャンペーン実施中
◇ 限定 1 名様に「GameWith」総監督ネフライトさんのサイン入り RGB Build PC プレゼント
「GameWith」総監督ネフライトさんのサイン入り「GameWith」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング P
C の新モデルを抽選で 1 名様にプレゼントいたします。
Twitter なら 1 口、Instagram なら 2 口、両方で最大 3 口のご応募が可能です。
【Twitter からの応募方法】
1. GameWith eSports(@gamewithesports)と LEVEL ∞ (レベル インフィニティ)【公式】Twitter（@L
EVEL_INF）をフォロー
2. キャンペーンツイートをハッシュタグ「#GameWith_RGBBuild」を付けて引用リツイートすればエン
トリー完了
【Instagram からの応募方法（2 口分）
】
1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）を フォロー
2. キャンペーン投稿をいいねでエントリー完了
【応募期間】2021 年 12 月 8 日（水）13：59 まで
【抽選・発表】厳正な抽選の上、ご当選者様には 1 月上旬に DM にてご連絡をいたします。発送は 2 月
上旬予定となります。
【ご注意】DM が無効（ブロックをされている場合等）の場合、DM やアンケートフォームにご返信を頂
けない場合、当選は無効となります。
◇ 「GameWith」総監督ネフライトさんのサイン入りサイドパネルプレゼント
期間中に、LED イルミネーションを強化した「GameWith」LEVEL∞ RGB Build の新モデルをお買い上げ
の方から、抽選で 1 名様に「GameWith」総監督ネフライトさんのサイン入りサイドパネルをプレゼン
トいたします。
対象ご購入期間：2021 年 12 月 8 日（水）13：59 まで
【抽選・発表】厳正な抽選の上、ご当選者様には 1 月上旬にご連絡をいたします。発送は 2 月上旬を
予定しております。
※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。

※LED イルミネーションが強化された新 RGB Build モデル以外は対象外となります。
■「GameWith」プロフィール

WE ARE TEAM GAMEWITH.
我々は、GameWith の名のものに、選手・スタッフ・ファンの皆様が一体となって、繋がる力で強くな
るチームだと思っています。 全員が一丸となって、アジア 1 位、世界 1 位の夢を一緒に追いかけて
いきましょう。
◇ Pro Gaming Team GameWith – チーム公式サイト
https://e-sports.gamewith.co.jp
◇ ゲームウィズ - 日本最大級のゲームレビュー・攻略サイト
https://gamewith.jp/
◇ 会社情報
https://gamewith.co.jp/
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・ロイアル」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。
■ GameWith ∞（インフィニティ）モデルとは
「GameWith」LEVEL∞コラボゲーミング PC は、
「FORTNITE」のプレイはもちろん、幅広い e スポーツ
競技タイトルにおける快適なゲームプレイを実現すべくスペックを厳選したゲーミングパソコン・シ
リーズです。 長時間の対戦や、キャラクターが集中するシビアな局面でもプレイヤーの集中を途切
れさせないよう、安定性・応答性にも配慮した構成となっております。さらに、将来のアップグレー
ドにも安心の高い拡張性も備えており、ゲームスキルに合わせたスペックアップにも柔軟に対応する
ことができます。
■ モデルのご紹介
下記は、LED イルミネーションを強化した LEVEL∞ RGB Build 新モデルの例になります。

【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。

●製品名 ：LEVEL-R65A-LC117-SAX-GameWith [RGB Build]
販売価格 ：237,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862928&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211125_3&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 Z590-A]
/ DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 /
GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R6X5-LCR56X-SAX-GameWith [RGB Build]
販売価格 ：224,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862933&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211125_3&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 / 光学ドライブ非搭載 / GeForce
RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R65A-LC117-UAX-GameWith [RGB Build]
販売価格 ：275,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862948&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211125_3&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 Z590-A]
/

DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 /

GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB GDDR6X / ミドルタワー / ATX / 800W 80PLUS® TITANIUM 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R6X5-LCR58X-UAX-GameWith [RGB Build]
販売価格 ：282,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862939&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211125_3&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 7 5800X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR43200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce
RTX™ 3070 Ti 8GB GDDR6X / ミドルタワー / ATX / 800W 80PLUS® TITANIUM 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

