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株式会社 ユニットコム

iiyama PC、
「LEVEL∞（レベル インフィニティ）
」より
『幻想神域 -Cross to Fate-』推奨パソコンを販売開始
～

今なら、オリジナル特典プレゼント

～
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株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島勇二、本社：大阪市浪速区）は、信頼の JAPAN QUALITY「iiyama
PC」ブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」R-Class より、
『幻想神域 -Cross to Fate-』推奨
パソコンを発売いたしました。
■最新アーキテクチャ「Pascal™(パスカル)」採用の NVIDIA® GeForce® GTX 1060 搭載
GeForce® GTX 1060 は、
GeForce® GTX 900 シリーズの後継モデルとなる新世代 GPU アーキテクチャ「Pascal
™」を採用。前世代のハイエンドモデル「GTX 980」に迫る性能を備えながら、消費電力は「GTX 960」
と同等とワットパフォーマンスに優れています。また、ゲーム内の時間を止め、様々なエフェクトを
使って撮影する事が可能になる「Ansel」機能や、VR 環境での描画パフォーマンスを大幅に向上させる
「Simultaneous Multi Projection」機能など、フル HD 解像度以上でのゲーミングや、VR での高解像
度ゲーム・コンテンツを楽しみたいユーザーに最適な GPU です。
■第 6 世代インテル® Core™ プロセッサー「Skylake」搭載
「Skylake」アーキテクチャを採用した第 6 世代インテル® Core™プロセッサーを搭載。14nm プロセス
ルール採用による内部構造の微細化で動作効率が高くなり、クロックあたりのパフォーマンスが向上。
インターネットやメールはもちろん、事務作業や動画視聴など、複数のソフトウェアを同時に使用し
てもストレスを感じることなくお使いいただけます。
■SSD＋HDD のツインドライブ構成
メインドライブに SSD(Solid State Drive)を、データドライブに HDD を組み合わせることで、高速動
作と大容量のデータ保存領域による、ダブルの快適性をパッケージングしました。
■オリジナルの購入特典が付属
「幻想神域 -Cross to Fate-」推奨ゲームパソコンをご購入いただくと、オリジナル特典としてゲー

ム内で使用できるアイテムをプレゼントしています。
【購入特典】
・ハイラッキーマーク★

/

2個

効果：30 分間モンスターのドロップ率が 20%増加。トレード不可。
・高級お宝アミュレット★

/

3個

効果：ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが 3 個増える。
フィールドボスには無効。トレード不可。
・ヒーリングストーン

/

1個

効果：30 秒間、毎秒 2％の HP を回復する。使用しても消費しない。トレード不可。
・ホワイトローズ BOX★

/

1個

効果：キャラクターレベルがレベル 20 に達すると開封可能。
『ホワイトローズ★』1 個
(マスク部位のアバター/トレード不可) が獲得できます。
■『幻想神域 -Cross to Fate-』推奨パソコン
https://www.pc-koubou.jp/pc/genshin.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p161006_1
i01

□「幻想神域 -Cross to Fate-」について
アニメ主人公を操作する様な感覚！MMORPG の超大作が登場！
『幻想神域 -Cross to Fate-』は、初心者から経験者まで幅広く気軽にお楽しみいただける MMORPG
です。プレイ操作も自動アシスト機能でらくらくプレイが可能、冒険心をくすぐるダンジョンやクエ
ストを安心して楽しむことができます。
この世界を創造した「起源のキューブ」。 キューブに選ばれ「起源の使者」となったあなたは、パー
トナーの幻神（げんしん）とともに、自分の使命を見つける旅に出発します。
□「幻想神域 -Cross to Fate-」公式サイト
https://genshin.x-legend.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。

●製品名 ：Lev-R017-i7-RNR-GenShin [Windows 10 Home]
販売価格 ：125,980 円～（税別）/ 136,058 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=585029&utm_source=pr&utm_medium=pr
&utm_campaign=p161006_1i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-6700

チップセット

インテル® Z170 Express

メモリ

DDR4-2133 DIMM 4GB×2(計 8GB)

SSD

240GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブ

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

【次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」】

本製品は、世界の iiyama が放つ、次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」のゲーミ
ングパソコンです。「LEVEL∞（レベル インフィニティ）
」は、世界的なオンラインゲーム人口の拡大
と熱狂を背景に、ゲームライフをとことん楽しむためのハイスペックラインとして新たに誕生しまし
た。多くの企業が海外に拠点を移すなか、国内生産にこだわり、徹底した品質検証を行うことで高い
製品クオリティをキープ。エントリー層も含めた幅広いユーザーにオンラインゲームの扉を開きます。
世界の iiyama が放つ、次世代 GAMING BASE LEVEL∞（レベル インフィニティ）
、誕生。
http://www.iiyama-pc.jp/level_infinity/

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 :

http://www.goodwill.jp/

セルモア

URL :

http://www.sellmore.jp/

代表者

代表取締役 髙島 勇二

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
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Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014
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