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iiyama PC LEVEL∞、World of Warships 推奨パソコンを発売
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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、World of Warships
推奨パソコンを発売いたしました。
■ World of Warships とは
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!
■ World of Warships 推奨パソコン購入特典
パソコン工房の「World of Warships 推奨パソコン」をご購入頂くと、ゲーム内で使えるオリジナル
特典アイテムをもれなくプレゼントいたします。
※アイテムの入手に必要な招待コードの記載されたシートをパソコンに同梱してお届けいたします。
特典の引き換えには、Wargaming アカウントの登録が必要です。

アイテム画像

アイテム名

アイテム説明

プレミアム日本戦艦 三笠

三笠は、日本海海戦で旗艦を務めたタフな歴戦艦です。
主砲として 305 mm 砲を 4 門搭載しています。

プレミアム日本巡洋艦 香取

巡洋艦香取は器用なファイターですが、戦術を選ぶ際に
は慎重さと柔軟性が求められます。本艦の装甲防御力と
耐久性は必要最小限ですが、それを補う長所を備えた艦
と言えます。

プレミアム日本駆逐艦 橘

日本で設計・建造されたものとしては初期の駆逐艦のひ
とつです。良好な隠蔽性、恐るべき速射砲、雷装を備えて
おり、その砲熕火力により敵駆逐艦にとって侮れない存
在です。

200 ダブロン

特別なゲーム内通貨であるダブロンを活用することで、
ゲームをいっそう楽しみながら、目標にもっと早く到達
することが可能です。

◇ World of Warships 推奨パソコン 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/wows.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210831_1&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-M056-iX4-RBX-WoWs [Windows 10 Home]
販売価格 ：134,980 円～（税別）/ 148,478 円～（税込）
※モニタは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842646&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210831_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i5-10400 / インテル® B560 / DDR4-2666
DIMM (PC4-21300) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / GeForce RTX™
3060 12GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名 ：LEVEL-R059-117-RBX-WoWs [Windows 10 Home]
販売価格 ：173,980 円～（税別）/ 191,378 円～（税込）
※モニタは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842656&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210831_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 / 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-15FX150-i7-NASX-WoWs [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=844145&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210831_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11800H / インテル® HM570 / DDR4-3200
S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce
RTX™ 3050 4GB GDDR6 / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット)

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
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