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iiyama PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）
」より、
第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサー 搭載
『ArcheAge 推奨パソコン』を発売

Copyright © XLGAMES Inc. ArcheAge ® is a registered trademark of XLGAMES Inc.GameOn is a registered trademark of GameOn Co., Ltd. All
rights reserved.

※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、
「iiyama PC」ブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、第 10 世代 インテ
ル® Core™ プロセッサー 搭載『ArcheAge 推奨パソコン』を発売いたしました。

■ ArcheAge とは
圧巻のグラフィックで眩しいほどの美しさと、圧倒的な自由度を持つ超大型オンライン RPG
プレイヤーは、12 種類の“適性”から 3 つを選ぶことで、220 種類から職業を決めることができ、そ
れぞれ自分の好みにあった能力(スキル)を持つことができます。
活動範囲は陸地だけではなく、海・空をも探索することができ、モンスターを倒しつつ旅したり、田
畑を耕し作物を育てたり、貿易で富を築いたり、さらには海賊や裁判を体験するなど、あらゆるプレ
イスタイルで楽しむことができます。

ストーリー
神とは何かを探求する 12 名の最初の遠征隊がいた。総督令嬢のエア
ンナ、放浪の王子ジン、図書館の魔導教師アーランゼブ、慈愛のキ
ープローザ、誇り高き遊牧民タヤン、貪欲な探究家オロー、無邪気
なアーランゼビア、復讐の暗殺者メリッサーラ、天才劇作家ルシウ
ス、美しく妖しいオーキッドナ、有翼の神官イーノック、ミサック
族の舞姫ネイマー。
仲間たちは大地の中心とも呼ばれる深き穴の底の扉を進んだ。後に
世界を崩壊させる引き金になるとは知らずに……
神々の大戦で世界が崩壊してから 2 千年の時が過ぎた。2 つの大陸
に逃れた人々は、新たな大地で人の営みを紡いでいた。一部は、失
われた旧大陸の秘密に挑む新たな遠征隊の冒険者として。また一部
は、貿易により巨万の富を夢見る商人として。他に、種族の繁栄を
願い農耕に精を出す農民たち。そして……それらを付狙う海賊たち。
この世界で、あなたは全ての自由を手に入れる。

■ 第 10 世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載
第 10 世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー・Core™ i5 プロセッサー・Core™ i3 プロセッサーでは
インテル® Hyper-Threading テクノロジーに対応しスレッド数が増加しました。コア数やスレッド数
が増加したことで、ゲーミングやクリエイティブといったマルチスレッド性能が求められる用途で大
きくパフォーマンスアップします。
■ ArcheAge 推奨パソコン 購入特典
パソコン工房で「ArcheAge 推奨認定パソコン」をご購入頂くともれなく冒険の初期で役に立つゲーム
内アイテムをプレゼント!
アイコン

アイテム名

数量

子ヤタ・黒

1

成長の果実

1

説明
騎乗可能なペット、人気品種ヤタの中のヤタ。憧れの最速
「黒ヤタ」に成長します。
子ヤタを成長させることに必要な果実です。

サンアーキウム
の浄水
ムーンアーキウ
ムの浄水

各1

装備製作に使用される魔力を含んだアイテムです。種類に
よって製作できるアイテムが異なります。

スターアーキウ
ムの浄水
無限の想像
無限の想像のイ
ンク

1

1

オリジナルのイメージ画像をマントや船の帆、家具などに
表示可能にするアイテムです。

デルフィナード

10

の星

ゲーム内で家の設計図などと交換できるアイテムです。

◇ ArcheAge 推奨パソコン 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/archeage.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201229_3&utm_content=nonpay

【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-M046-iX4F-RJS-ArcheAge [Windows 10 Home]
販売価格 ：92,980 円～（税別）/

102,278 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=774388&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201229_3&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー

インテル® Core i5-10400

チップセット

インテル® B460 Express

メモリ

DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計 16GB)

SSD

480GB SSD / 2.5 インチ Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ 6GB GDDR6

電源

500W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名 ：LEVEL-15FXR21-i7-ROXX-ArcheAge [Windows 10 Home]
販売価格 ：140,980 円～（税別）/

155,078 円～（税込）

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=774363&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201229_3&utm_content=nonpay

OS

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版]

プロセッサー

インテル® Core i7-10750H

チップセット

インテル® HM470

メモリ

DDR4-2666 S.O.DIMM 8GB×2(計 16GB)

M.2 SSD

500GB SSD / NVMe 対応 M.2

光学ドライブ

非搭載

グラフィックス

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB GDDR6

液晶

15.6 型(非光沢カラー液晶) フル HD(1920×1080 ドット) 144Hz リフレッシュレート

無線 LAN

IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0

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 : 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

