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株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC LEVEL∞、「N 高 e スポーツ部」 

LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC 発売 
 

 

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、「iiyama PC」ブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、「N高 e スポーツ部」

LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC を発売いたしました。 

 

■「N 高 e スポーツ部」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC 

「N 高 e スポーツ部」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC は、フルカラーLED によるドレスアッ

プの美しさを追い求めながら、ゲーミング PCに求められる性能も兼ね備えた BTO パソコンです。光り

方や色の変更を自在に行える LED イルミネーションは、海外・国内でも注目を集めており、ご自身の

お好みの光り方や色へ変更することでオリジナリティを高め、ゲーミング環境を彩る存在感のあるゲ

ーミング PCとなっています。 

 

◇「N 高 e スポーツ部」コラボゲーミング PC 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/nhse.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210924_1&utm_content=nonpay 

 

 

 

 

 

 



■「N/S 高 eスポーツ部」プロフィール 

 

N 高等学校・S 高等学校は KADOKAWA・ドワンゴが創るネットと通信制高校の制度を活用した新しい高校

です。ネットの利点を生かし、大学受験のための学習、プログラミング技術、イラストや物語を作る技

術など多くの経験ができる学びの場となっています。 

2018年 10月に N 高等学校のネット部活であるサッカー部と格闘ゲーム部が合併しスタートした「e ス

ポーツ部」は、1584 人（2021年 7 月時点での Slack の e スポーツ部チャンネル登録者）の部員が在籍

し、Slack を使った部活ホームルーム、ゲームを通した交流会、プロゲーマーによる特別指導を主な活

動としています。日本での e スポーツの盛り上がりと共に高校生の大会が増え、N高 e スポーツ部は複

数の大会で優秀な成績をおさめてきました。 

＜N高等学校・S高等学校公式サイト＞https://nnn.ed.jp/ 

＜N/S 高 eスポーツ部＞https://nnn.ed.jp/about/club/esports/ 

 

主な実績 

・第 3 回全国高校 e スポーツ選手権 リーグ・オブ・レジェンド部門 優勝 

・第 3 回全国高校 e スポーツ選手権 ロケットリーグ部門 優勝 

・全国高校対抗 e スポーツ大会「STAGE:0 2020」 リーグ・オブ・レジェンド部門 優勝 

・全国高校対抗 e スポーツ大会「STAGE:0 2020」 Fortnite 部門 優勝 

・全国高校対抗 e スポーツ大会「STAGE:0 2020」 クラッシュ・ロワイヤル部門 準優勝 

・全国高校対抗 e スポーツ大会「STAGE:0 2021」 リーグ・オブ・レジェンド部門 優勝 

・全国高校対抗 e スポーツ大会「STAGE:0 2021」 クラッシュ・ロワイヤル部門 優勝 

・全国高校対抗 e スポーツ大会「STAGE:0 2021 GAME PARTY 2021」 フォールガイズ部門 優勝 

 

 

■「N 高 e スポーツ部」∞（インフィニティ）モデルとは 

「N高 e スポーツ部」LEVEL∞コラボゲーミング PC は、これから e スポーツやゲーム実況配信、SNS

活動を積極的に始めたい方におすすめする、幅広い用途に優れたパフォーマンスを発揮するゲーミン

グパソコン・シリーズです。eスポーツデビューに向け、どのようなパソコンを選んだら良いのか分

からない初心者の方にも是非選んでいただきたいラインナップとなっております。 

 

■ モデルのご紹介 

下記は、「N高 e スポーツ部」LEVEL∞ RGB Buildコラボゲーミング PCになります。RGB Build 以外の

「N高 e スポーツ部」LEVEL∞ コラボゲーミング PC も複数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。 



 

【LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC／高冷却モデル】 

●製品名 ：LEVEL-R9X5-LCR59W-XAX-NHigh [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=848335&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210924_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64ビット [DSP 版] / AMD Ryzen 9 5950X / 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 

 

 

【LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC】 

●製品名 ：LEVEL-R05A-117-RBX-NHigh [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=848328&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210924_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 Z590-A] 

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 

 

●製品名 ：LEVEL-R0X5-R58X-DUX-NHigh [RGB Build] 

販売価格 ：240,980円～（税別）/ 265,078 円～（税込） 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=848333&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210924_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64ビット [DSP 版] / AMD Ryzen 7 5800X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR4-

3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / AMD 

Radeon RX 6700 XT 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 


