2021 年 9 月 22 日
株式会社 ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、017_Reina 選手、ホロ酔い選手が所属する
プロゲーミングチーム「令和ゲーミング」
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、017_Reina 選手、ホ
ロ酔い選手が所属するプロゲーミングチーム「令和ゲーミング」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング
PC を発売いたしました。
■「令和ゲーミング」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC
「令和ゲーミング」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。
◇「令和ゲーミング」コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/reiwa_gaming.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210922_1&utm_content=nonpay

■ 5,000 円(税込)OFF WEB クーポンコード配布
「令和ゲーミング」LEVEL∞ コラボゲーミング PC で使える 5,000 円(税込)OFF WEB クーポンコードを

配布中です。この機会にぜひ WEB クーポンコードをご利用ください。
クーポン有効期限：2021 年 10 月 5 日（火）13：59 まで
WEB クーポンコード：Reiwa5000
WEB クーポンコードの使い方

https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php

■ プレゼントキャンペーン
◇ 限定 1 名様に「令和ゲーミング」メンバー サイン入り RGB Build PC プレゼント
「令和ゲーミング」LEVEL∞ コラボゲーミング PC 発売記念として、Twitter と Instagram でご応募
いただいた方の中から抽選で 1 名様に、令和ゲーミング ストリーマー部門 017_Reina さん、ホロ酔い
さん、あずきもなかさん、ニョスさん、BOIRA さん、レインボーシックス シージ部門 Mukati 選手、K
api 選手、Re1vy 選手、chappy 選手のサイン入り「令和ゲーミング」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミ
ング PC をプレゼントいたします。Twitter なら 1 口、Instagram なら 2 口、両方で最大 3 口のご応募
が可能です。
【Twitter からの応募方法（1 口分）】
1.令和ゲーミング公式 Twitter（@Reiwa_Gaming）と LEVEL ∞ （レベル インフィニティ）
【公式】Tw
itter（@LEVEL_INF）をフォロー
2.キャンペーンツイートをハッシュタグ「#令和ゲーミング xRGBBuild」を付けて引用リツイートすれ
ばエントリー完了
【Instagram からの応募方法（2 口分）
】
1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）を フォロー
2.キャンペーン投稿をいいねでエントリー完了
【応募期間】2021 年 9 月 22 日（水）14：00～2021 年 10 月 5 日（火）13：59 まで
【抽選・発表】厳正な抽選の上、ご当選者様には 10 月中旬に DM にてご連絡をいたします。発送は 11
月下旬を予定しております。
【ご注意】DM が無効（ブロックをされている場合等）の場合、DM やアンケートフォームにご返信を頂
けない場合、当選は無効となります。
◇ 限定 1 名様に「令和ゲーミング」メンバー サイン入りサイドパネルプレゼント
期間中に「令和ゲーミング」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC をお買い上げの方から抽選で 1
名様に、令和ゲーミング ストリーマー部門 017_Reina さん、ホロ酔いさん、あずきもなかさん、ニョ
スさん、BOIRA さん、レインボーシックス シージ部門 Mukati 選手、Kapi 選手、Re1vy 選手、chappy
選手のサイン入りサイドパネルをプレゼントいたします。
対象ご購入期間：2021 年 10 月 5 日（火）13：59 まで
※期間内に「令和ゲーミング」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC をご購入で自動的に抽選の対
象となります。
※高冷却モデルはサイドパネルプレゼント対象外です。ご注意ください。
※RGB Build モデル以外、また、ノートモデルは対象外となります。
※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。
※サイン入りサイドパネルは、コラボ PC のサイドパネルと交換してご使用いただけます。

■「令和ゲーミング」プロフィール

高い実力を誇るプロゲーマー、ストリーマーが集結して発足した新時代のプロゲーミングチーム。
「レ
インボーシックス シージ」の大会や、イベント、SNS、動画配信など様々なジャンルで積極的な e スポ
ーツ活動を行います。「令和ゲーミング」の今後の活躍にご期待ください。
■「令和ゲーミング」∞（インフィニティ）モデルとは
「令和ゲーミング」LEVEL∞コラボゲーミング PC は、e スポーツ競技タイトルゲームのプレイだけで
なく、実況配信、SNS、動画編集など様々な活動を快適にこなすことができるよう、スペックを厳選
したゲーミングパソコン・シリーズです。コストパフォーマンス・拡張性にも優れ、これから e スポ
ーツデビューを目指す方から、今よりもワンランク上の環境を構築したい方にもおすすめのラインナ
ップとなっています。
■ モデルのご紹介
下記は、「令和ゲーミング」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC になります。RGB Build 以外の
「令和ゲーミング」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-RG [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=846135&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210922_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 9 5950X / 12cm×3 ラジエーターファン LED 水冷 CPU クー
ラー / 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-R0X5-R56X-RBX-RG [RGB Build]
販売価格 ：184,980 円～（税別）/ 203,478 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=846778&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210922_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 5 5600X / 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 / 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-R56X-DUX-RG [RGB Build]
販売価格 ：220,980 円～（税別）/ 243,078 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=846799&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210922_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 5 5600X / 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

