
  2019年 2月 15日 

 

株式会社ユニットコム 

 

 

「iiyama PC」と最強地下アイドル「仮面女子」のコラボアイドルユニット 

「無限女子～ powered by 仮面女子 ～」の新メンバーが決定！ 

新たに「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」として結成！ 

2月 25日に一般無料公開型のプレス発表会にて就任式と新曲「 be happy!!! 」を発表！  

 

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、2017年 12月に「パソコン工房」のイメージガールとして就任した「仮面女

子」とのコラボ企画として誕生した、「iiyama PC」イメージキャラクターのアイドルユニット「無

限女子 ～ powered by 仮面女子 ～」のセカンドジェネレーションとして、「無限女子 Forward 

～ powered by 仮面女子 ～ 」を結成いたします。2月 25日(月)に一般無料公開型のプレス発表

会にて新曲「be happy!!!」を発表することをお知らせいたします。 

 

■「iiyama PC」とのコラボアイドルユニット「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」

を結成！ 

 

弊社がパソコン工房にて販売する、「iiyama PC」ブランドをより深く知って頂く為、仮面女子メ

ンバーから選抜した、“月野もあ（つきの もあ）”、“美音咲月(みね さつき)”、“小島夕佳（こじ

ま ゆうか）”、“森下舞桜（もりした まお）”の 4名で新アイドルユニット「無限女子 Forward 

～ powered by 仮面女子 ～」を結成。今後「iiyama PC」の PRとして様々な活動を行ってまいり

ますので是非ご期待下さい。 

 

 

「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」メンバープロフィール 

 



 

 

 

名前☆月野もあ（つきのもあ） 

 

生年月日☆1994年 3月 7日 

血液型☆AB型 

出身地☆埼玉県 

 

 

 

 

名前☆美音咲月（みねさつき） 

 

生年月日☆1999年 4月 11日 

血液型☆O型 

出身地☆大阪府 

 

 

 

 

名前☆小島夕佳（こじまゆうか） 

 

生年月日☆1996年 3月 20日 

血液型☆A型 

出身地☆新潟県 

 

 

 

 

名前☆森下舞桜（もりしたまお） 

 

生年月日☆2002年 11月 11日 

血液型☆B型 

出身地☆長野県 

 

 



■2月 25日 14:00「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」就任式、新曲「be happy!!!」

披露イベントを秋葉原で開催！ ＜先着 50名様 ご来場特典Ｔシャツプレゼント＞ 

 

仮面女子では見られない「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」の 4人の新衣装で挑

む「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」の結成および新曲発表として、一般公開（参

加無料）型プレス発表会を開催いたします。当日お越し頂いたお客様先着 50名様限定で、初回

限定で「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」オリジナルＴシャツをプレゼントいた

します。 

 

日時：2019年 2月 25日（月） 

時間：14:00～16:00 （予定）※開場 13：30～ 

場所：仮面女子 CAFE（パセラ AKIBA マルチエンターテインメント 7 階） 

参加費：無料（定員を超えた場合、入場制限を行う事がございます。あらかじめご了承下さい。） 

アクセス情報 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-1-10 7F 

http://www.alice-project.biz/parms 

 

 

※オリジナルＴシャツは先着 50名様までの限定数となります。カラーは選べませんのでご了承ください。 

 

 

 

曲名  ：パソコン工房 iiyama PCイメージソング 

「be happy!!!」 

歌手  :無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～ 

       (月野もあ、美音咲月、小島夕佳、森下舞桜） 

作詞  : 佐藤徹也（オフィスクレッシェンド） 

作曲編曲：blue but white 

 

 

■パソコン工房にて「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」のイメージ展開を開始！ 

 

日本全国のパソコン工房で「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」が唄う「be happy!!!」

を店内 BGMとして 2月 26日(火)より順次各店舗にてフルバージョンで放送いたします！ ※曲は

ローテーション放送となる為、お聴き頂けないタイミングもございます。 

 

また、iiyama PCとのコラボ記念でパソコンコーナーおよび店内に「無限女子 Forward ～ powered 

by 仮面女子 ～」オリジナルポスターや壁紙などの店頭装飾ラッピングを開始いたします。是非



お近くのパソコン工房でお楽しみ下さい。 

 

今後も、「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」の詳細ならびに活動情報、ファンコ

ンテンツにつきましては、パソコン工房内の「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」

公式サイト、ならびに公式 Twitter、イベント等を通じて順次公開をさせて頂きます。お楽しみ

にお待ちください。 

 

・「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」公式サイト:  

https://www.pc-koubou.jp/mugenjoshi/ 

 

・株式会社ユニットコム 公式 Twitter: 

https://twitter.com/unitcom_info 

 

◇最強の地下アイドル：仮面女子 

 

インディーズ女性アイドルとして日本初のオリコン一位、さいたまスーパーアリーナ単独ライブ 

１５０００人動員を達成した最強の地下アイドル。異形とも言えるホッケーマスクをかぶったア 

イドル集団。芸能界に居場所が無くなった【選ばれなかった者達】が集まり、顔を隠すことで個

人のアイデンティティを捨て、代償に群れとしての強烈なアイデンティティを手に入れた。自ら 

を地下アイドルと名乗り、ライブ本数は年間１０００本を超え現在地下アイドル最強の名を欲し

いままにしている。 

仮面女子公式サイト：http://www.alice-project.biz/kamenjoshi/jp 

 

◇「iiyama PC」インフィニティシリーズ 



 

「iiyama PC」は、お客様に「国内製造による安心感」「ニーズにお応えする小回りのきく製品づ

くり」をお届けするため、国内（飯山・出雲工場）でモニター・ディスプレイにおいて 40 年の

歴史と技術力を持つ iiyama の高い製品開発力・技術力を受け継いだ国内ブランド。 

セントラルＰＣの STYLE∞(スタイル インフィニティ)を中核に据え、ゲーマー向けの LEVEL∞(レ

ベル インフィニティ)、クリエイター向けの SENSE∞(センス インフィニティ)、ビジネス向けの

SOLUTION∞(ソリューション インフィニティ)を中心に各分野における専門性を追求し、BTO

（Build To Order）によるお客様ニーズを満たす高いカスタマイズ性と、安心の 24時間 365日の

電話サポート、日本全国のパソコン工房での対面サポートを備え、コストパフォーマンスに優れ

たオリジナルパソコンです。 

 

iiyama PC 公式ホームページ http://www.iiyama-pc.jp/  

パソコン工房 EC サイト https://www.pc-koubou.jp/ 

 

 

【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 プロモーション部 

Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9012  

E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp 

 


