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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
『World of Warships』推奨パソコンを販売開始

※画像はイメージです。

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」ブランドパソコンの「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」R-Class と C-Class より、大海原を舞台
にした戦いに挑むオンラインゲーム『World of Warships』推奨パソコンを販売いたしました。
■第 6 世代インテル® Core™ プロセッサー「Skylake」搭載
新世代『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。
■NVIDIA® GeForce® GTX™ 搭載
高いパフォーマンスと、電力効率を両立する『Maxwell』アーキテクチャを採用した NVIDIA® GeForce®
GTX™ を搭載。R-Class では GTX™ 970 を、C-Class では GTX™ 960 をそれぞれ搭載し、スピーディーな
ゲームプレイを実現しています。また、BTO カスタマイズで更にグレードの高いグラフィックボードに
変更することにより、より精細で高解像度なグラフィックでゲームを楽しむことも可能です。
■戦場で優位に立てる豪華特典アイテム！
推奨パソコンを購入された方に、2016年3月30日（水）
～5月31日（火）の期間限定で、豪華特典として以下
のアイテムとも交換できる「WebMoney 1500ポイン
ト」をプレゼントいたします。
『1500ポイントで交換できるアイテム例』
ISHIZUCHI(IV) / AURORA(III) / バトルパック：プ
レミアムアカウント1日セット / プレミアムアカウ
ント30日分 / 3,000タブロン（ゲーム内仮想通貨）
上記の特典を使ってゲームを優位に進めましょう。さらに、キャンペーン応募いただくと今なら更に
抽選で総額100万円分の豪華賞品をプレゼントいたします。

World of Warshipsでは、Wargamingが得意とする戦略性に富んだゲームプレイに加え、プレイヤー間
の白熱した戦いは多種多彩なマップを舞台に繰り広げられます。毎回異なった駆け引きや戦略的選択
をお楽しみください。
「 World of Warships 」 推 奨 パ ソ コ ン は 、 ゲ ー ム 動 作 の 検 証 を 実 際 に 行 い 、 ゲ ー ム 販 売 元 の
「Wargaming.net」より推奨認定をいただいております。
□「World of Warships」推奨パソコン販売ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/wows.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p160401i
01

■World of Warships とは
World of Tanks でお馴染みの、Wargaming が新たにお送りする注目の Free-to-Play オンライン海戦
ストラテジー、それが World of Warships です。 プレイヤーは歴史に名を残す数々の艦艇を操り、
研究や開発で艤装を強化し、新たな艦艇を購入し艦隊を築き上げ、大海原を舞台にした戦いに挑むこ
ととなります。 数多な艦艇、無数のアップグレード要素、そして戦略性を備えたこのゲームでは、毎
回の戦闘が新鮮な体験となるでしょう。絶え間なく続く海戦アクションと戦略性に富んだゲームプレ
イがあなたを待っています！

© 2012-2016 Wargaming.net All rights reserved.

▼「World of Warships」公式サイト
http://worldofwarships.asia/

【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-C011-i5-RM-WoWs [Windows 10 Home]

販売価格：99,980 円～（税別） 107,978 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=581832&utm_source=pr&utm_medium=pr
&utm_campaign=p160401i02

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core™ i5-6500

チップセット

インテル® H110 Express

メモリ

DDR3L-1600 DIMM 4GB×2(計 8GB)

HDD

1TB HDD / 3.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

非搭載

グラフィック

NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 2GB GDDR5

電源

500W 80PLUS SILVER 認証 ATX 電源

●製品名：Lev-R017-i7-TM-WoWs [Windows 10 Home]
販売価格：142,980 円～（税別） 154,418 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=581833&utm_source=pr&utm_medium=pr
&utm_campaign=p160401i03

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

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)

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™ 970 4GB 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/review/level_infinity.php

【次世代体験型店舗 LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）】

ゲームユーザーの聖地である東京・秋葉原の次世代体験型店舗「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ
ハブ）」で、ゲームの未来を志向するコンセプトのもと、洗練された空間での新たなゲーム体験、最新
マシンによるリアルなプレイ、ゲーム環境に精通したプロスタッフのコンサルテーションが可能です。
国内 PC ゲームショップの最高峰に位置する「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）
」は、全国
から選び抜いた人材を揃え、さらに厳しい教育プログラムを修めたプロスタッフが運営しています。
本リリースに記載しております機種は「LEVEL∞HUB」でもご注文いただけますので、お近くにお越し
の際には、次世代ゲーミング PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）
」を是非ともご体感ください。
店舗名：LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-13-2
営業時間: 11：00～20：00
https://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_hub.php

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、製品名等は、各社の商標または登録商標である場合があります。
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/

バイモア

URL :

http://www.unitcom.co.jp/buymore/

セルモア
代表者

URL :

http://www.sellmore.jp/

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

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

