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株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC LEVEL∞、プロゲーミングチーム「GAMEWITH」コラボ

ゲーミング PC オリジナルデザインケースを採用した新モデルを

2022 年 4 月 4 日(月)12 時から取り扱い開始 
 

 

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、国内最大級のゲームメディア 株式会社 GameWith（代表取締役：今泉 卓也、本社：東

京都港区、証券コード 6552）が運営するプロゲーミングチーム「GAMEWITH」のコラボゲーミング PC に、

オリジナルデザインケースを採用した新モデルを 2022 年 4 月 4 日(月)12 時から取り扱い開始いたし

ます。 

 

■ モデルのご紹介 

 



プロゲーミングチーム「GAMEWITH」のコラボゲーミング PC に、オリジナルデザインケースを採用した

Nephrite（ネフライト）使用モデル、ぶゅりる使用モデル、およびオリジナルデザインケース採用 新

モデルを複数ご用意しております。 

 

■ 新モデル発売記念として、期間限定のキャンペーンなどを実施予定 

オリジナルデザインケースを採用した、「GAMEWITH」コラボゲーミング PC 新モデル発売を記念して、

発売日には期間限定のキャンペーンなどを実施いたします。また、購入特典として、新オリジナル壁紙

やオリジナルステッカーなどもございます。乞うご期待ください。 

 

◇ GAMEWITH 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=pr20220401_1&utm_content=nonpay 

 

■ 購入特典 

◇ 特典① オリジナル壁紙をプレゼント 

 

（オリジナル壁紙） 

 

GAMEWITH コラボゲーミング PC をご購入頂いた方に、もれなく GAMEWITH オリジナル壁紙をプレゼント

いたします。 

 

※Windows 11 搭載モデルの壁紙は後日ダウンロードとなります。 

※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。 

 

◇ 特典② オリジナルステッカーをプレゼント 

GAMEWITH コラボゲーミング PC をご購入頂いた方に、もれなく GAMEWITH オリジナルステッカーをプ

レゼントいたします。 

 

※GAMEWITH コラボゲーミング PC とは別送となります。 

※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。 

 



■ プレゼントキャンペーン 

Nephrite（ネフライト）のサイン入り GAMEWITH コラボゲーミング PC オリジナルデザインケース採用

 新モデルをプレゼント 

Twitter と Instagram でご応募頂いた方の中から抽選で 1 名様に、Nephrite（ネフライト）のサイン

入り GAMEWITH コラボゲーミング PC オリジナルデザインケース採用 新モデルをプレゼントいたしま

す。 

 

※詳しくは、LEVEL∞ (レベル インフィニティ) Twitter アカウントにて、2022 年 4 月 4 日(月)に発

表いたしますので、当日の【公式】Twitter（@LEVEL_INF）をご確認ください。 

 

■ GAMEWITH プロフィール 

 

 

■GameWith の e スポーツ事業 

当社では、企業理念「ゲームをより楽しめる世界を創る」のもとに、国内 e スポーツ市場の発展を目指

して e スポーツ事業を拡大しています。2022 年 3 月にはプロ e スポーツチームのリブランディングを

実施し、「TEAM GAMEWITH」として生まれ変わりました。 

 

【TEAM GAMEWITH】 

「つながるチカラで強くなるチーム」をコンセプトとし、世界中に夢と感動と衝撃を与え数多くのフ

ァンの皆さまに愛されるようなチームを目指して日々活動しています。また、e スポーツ業界と他業界

をつなぎ、e スポーツ市場を活性化させるため、企業とのコラボレーション施策「PROJECT WITH」を進

めています。 

 

◯Fortnite(フォートナイト)部門 

小学生から絶大な人気を誇るネフライト（YouTube 登録者数 約 90 万人）を筆頭に、多くの人気選手が

所属。2021 年 11 月に行われた FNCS ではアジアチャンピオンに輝くなど、ストリーマーとしての人気

だけでなく選手としての強さも兼ね備えています。 

 

〇APEX 部門 

2021 年 12 月にまつたす選手・メルトステラ選手・YukaF 選手・Kamaneko コーチが新規加入。 

4 名はこれまで LFT BAKAGAKI として活動しており、北アジア太平洋大会総合 10 位という成績を残し

ています。 

 

◯大乱闘スマッシュブラザーズ部門 

日本を代表するプレイヤーであるザクレイ選手が所属。 

ザクレイ選手は世界でもトップレベルの実力を持ち、最近は YouTube 登録者数 30 万人を超える人気ス



トリーマーでもあります。 

 

◇ 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/ 

 

【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。 

 

【GAMEWITH オリジナルデザインケース採用 コラボゲーミング PC】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Nephrite（ネフライト）使用モデル】 

 

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i9-12900K / 水冷 CPU クーラー / インテル® Z690 

[ASUS PRIME Z690-P D4] / 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 / 800W 80PLUS® GOLD

認証 ATX 電源 

製品名：LEVEL-RG6P-LC129K-XAX-GAMEWITH [RGB Build] 

販売価格：554,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=890261&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220401_1&utm_content=nonpay 

 

【ぶゅりる使用モデル】 

 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 9 5950X / 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 / 800W 80PLUS® GOLD 認証 ATX 電

源 

製品名：LEVEL-RGX5-LCR59W-XAX-GAMEWITH [RGB Build] 

販売価格：584,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=890266&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220401_1&utm_content=nonpay 

 

【コスパ重視モデル】 

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / 水冷 CPU クーラー / インテル® Z690 

[ASUS PRIME Z690-P D4] / 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 12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® 

BRONZE 認証 ATX 電源 

製品名：LEVEL-RG6P-LC127-RBX-GAMEWITH [RGB Build] 

販売価格：249,980 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=890264&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220401_1&utm_content=nonpay 

 

 

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、変更させて頂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   iiyama PC（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、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタ

ル、メモリアーカイブサービス 

 

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 


