2018 年 2 月 16 日
株式会社

ユニットコム

LEVEL∞（レベル インフィニティ）
e-Sports プレイヤーユウ ／ノビ ／ タケ。
3 名の「鉄拳７」動作推奨パソコンを 4 機種発売開始！
「e-Sports プロライセンス取得記念キャンペーン」も同時開催!

※画像はイメージです。 ※モニターは別売りです。

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、2018 年 2 月 13 日（火）より、e-Sports プレイヤー（Team YAMASA 所属）のユウ／ノ
ビ ／ タケ。 選手が推奨する、「鉄拳７」動作推奨パソコンを、全国の「パソコン工房」およびイン
ターネット通販で発売開始いたします。また、ノビ ／ タケ。選手が e-Sports のプロライセンスを取
得したことを記念して、
「e-Sports プロライセンス取得記念キャンペーン」として、2 月 27 日（火）
14:00 まで同モデルを特別価格にてご提供いたします。
■ e-Sports 初のプロライセンス取得
2018 年 2 月 11 日（日）に開催された日本初プロライセンス発行大会 “闘会議 2018 鉄拳 7 ～Break the
world～ プロライセンスマッチ”にて Team YAMASA ノビ ・ タケ。の両名がプロライセンスを取得し
ました。
LEVEL∞（レベル インフィニティ）は、今後も Team YAMASA 所属のユウ／ノビ ／ タケ。 選手の国内
外での活動を支援していきます。
※ユウ 選手は、“闘会議 2018 鉄拳 7 ～Break the world～ プロライセンスマッチ”にて、解説担当
をしており、闘会議への選手としての参加はございませんでした。

■「鉄拳７（Steam 版）」動作推奨パソコン
カスタマイズ可能な BTO モデルから、すぐに遊べる完成品モデルまで 4 機種を発売
e-Sports の世界において重要となる、
「快適な動作」および「安定動作」を中心に、トッププレイヤー
である（Team YAMASA 所属）のユウ／ノビ ／ タケ。選手の意見を頂きながら、
「鉄拳７（Steam 版）
」
を快適にプレイできるスペックを実現。PC 環境ならではの独自機能も存分に楽しめるマシンを用意し
ました。

尚、
「鉄拳７」動作推奨 PC の発売を記念して（Team YAMASA 所属）のユウ／ノビ ／ タケ。 選
手よりエンドースメントを頂いております。
Team YAMASA ユウ・ノビ・タケ。 は、様々な大会で勝利を掴むために、LEVEL∞のゲーミング PC
と共に闘っています。
「鉄拳７（Steam 版）
」では、上位グラフィックボードを選択することで、4K 60fps での高精細か
つ快適なプレイが可能です。また、PC 版独自の機能として、NVIDIA の「ANSEL 機能」を使うこと
で、鉄拳７の対戦を様々なアングルから撮影することができ、コミュニティへのスクリーンショ
ット共有など、闘うだけではない、楽しみを味わえます。
奥深い「鉄拳７」の世界を LEVEL∞のゲーミング PC が引き出してくれます。
◆「鉄拳７（Steam 版）」動作推奨パソコン
https://www.pc-koubou.jp/pc/tekken7.php?utm_source=pr&utm_medium=p180216_4&utm_campaign=i01

■「e-Sports プロライセンス取得記念キャンペーン」開催

（2 月 27 日（火）14:00 まで）

ノビ ／ タケ。選手が e-Sports のプロライセンスを取得したことを記念して、「e-Sports プロライ
センス取得記念キャンペーン」として、2 月 27 日（火）14:00 まで同モデルを特別価格にてご提供い
たします。

【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-R037-i7K-XNA-TK7 [Windows 10 Home]
キャンペーン販売価格：209,980 円～（税別）/

226,778 円～（税込）2018 年 2 月 27 日 14:00 まで

標準販売価格

232,178 円～（税込）

：214,980 円～（税別）/

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=614518&utm_source=pr&utm_medium=p180216_4&utm_campaign=i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8700K

チップセット

インテル® Z370 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 8GB×2(計 16GB)

SSD

480GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

HDD

2TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X

電源

700W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名 ：LEVEL-R037-i7-RNR-TK7 [Windows 10 Home]
キャンペーン販売価格：136,980 円～（税別）/

147,938 円～（税込）2018 年 2 月 27 日 14:00 まで

標準販売価格

151,178 円～（税込）

：139,980 円～（税別）/

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=614512&utm_source=pr&utm_medium=p180216_4&utm_campaign=i03

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8700

チップセット

インテル® Z370 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 8GB×2(計 16GB)

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

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

●製品名 ：LEVEL-M037-i5-RNJ-TK7 [Windows 10 Home]
キャンペーン販売価格：97,980 円～（税別）/

105,818 円～（税込）2018 年 2 月 27 日 14:00 まで

標準販売価格

107,978 円～（税込）

：99,980 円～（税別）/

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=614510&utm_source=pr&utm_medium=p180216_4&utm_campaign=i04

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i5-8400

チップセット

インテル® Z370 Express

メモリ

DDR4-2400 DIMM 4GB×2(計 8GB)

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

【即納モデル】店舗・WEB 通販にて即日対応可能なモデルとなります。
こちらのモデルは、『e-Sports プロライセンス取得記念キャンペーン』の対象外となります。

●製品名 ：LEVEL-R037-i7K-TNSSM [Windows 10 Home]
販売価格 ：179,980 円～（税別）/

194,378 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=602224&utm_source=pr&utm_medium=p180216_4&utm_campaign=i05

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8700K

チップセット

インテル® Z370 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計 16GB)

SSD

512GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5

電源

700W 80PLUS BRONZE 認証 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∞」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）
https://www.pc-koubou.jp/pc/game.php

■『鉄拳７』とは?

直感的な操作で個性豊かなキャラクターを操り、ド迫力のバトルを楽しめることで世界中にファ
ンを持つ「鉄拳」シリーズ。累計で 4,400 万本の出荷を達成し、世界で最もプレイされている 3D
対戦格闘ゲーム最高峰のゲーム性と美しく迫力のある映像をプレイヤーに提供する。
●超興奮、超壮快感バトル！
ダイナミックで直感的な新バトルシステム「レイジアーツ」
「パワークラッシュ」による極限
バトルを体感。
●史上最大の親子喧嘩、遂に決着！
1994 年の「鉄拳」から繰り広げられてきた三島家因縁が決着。流れるようにバトルへ繋がる
ストーリーモードでこれまでの数々の謎が明らかに。
●“拳を極めし者”豪鬼参戦
“鉄拳王”平八を屠るためストリートファイターシリーズより最強の刺客、豪鬼参戦
●8 人まで参加可能「オンライントーナメントモード」
新搭載の「オンライントーナメントモード」にて、オンライン上での本格トーナメントを手
軽に開催。

©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
©TEKKEN™ 7 & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2016 Valve Corporation.Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の
商標およびまたは登録商標です。Reserved.
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鉄拳７ 公式サイト
http://www.tk7.tekken-official.jp/

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/

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

