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iiyama PC LEVEL∞、「ボドカ」率いるプロ e スポーツ・ゲー
ミングチーム「Riddle」に LEVEL∞ R-Class 新モデルが登場

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、「ボドカ」率いる
プロ e スポーツ・ゲーミングチーム「Riddle」の新たなミドルタワーゲーミング PC となる LEVEL∞(レ
ベル インフィニティ) R-Class 新モデルを発売いたしました。
■ LEVEL∞(レベル インフィニティ) R-Class 新モデルとは
LEVEL∞(レベル インフィニティ) R-Class 新モデルは、フロントパネルは洗練された直線的なデザイ
ンで、深みのある艶消しブラックとゲーミングの力強さをイメージさせる赤いラインが調和したシン
プルでクールなデザインです。
優れた冷却性による自由度の高いスペックをお選びいただけることや、シンプルな外部・内部デザイ
ン、スリムドライブを搭載可能とするなど、プロゲーミングチームやユーザーの要望に応えたモダン
な設計となっています。
また、フルカラーLED によるドレスアップに対応した「RGB Build」モデルもラインナップしておりま
す。フロントパネルのスリットから間接的に光が優しく照らし、控えめながらもしっかりと存在感を
主張、ケース内部は LED イルミネーションにより鮮やかに照らし出します。
専用ソフトウェアで LED イルミネーションのカラーをコントロールすれば、自分だけのこだわりのラ
イトアップでゲームプレイを一層楽しむことができます。

◇ Riddle コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_riddle.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_4&utm_content=nonpay

■ Riddle プロフィール

ゲーム実況配信において圧倒的なゲームスキルと過激なパフォーマンスで絶大な人気を誇る「ボドカ」
がオーナーとなるプロ e スポーツ・ゲーミングチーム「Riddle（リドル）
」が始動！「Fortnite」部門
にて実力派のプレーヤーを擁し実績を積み重ねるだけでなく、各プレーヤーの動画配信や SNS 投稿も
積極的に行われるなど、これからの e スポーツを牽引する新たな勢力として注目を集めています。
■ Riddle LEVEL∞（インフィニティ）モデルとは
Riddle LEVEL∞ コラボゲーミング PC は、ゲーム初心者からプロゲーマーまで対応する、コストパフ
ォーマンスに優れた幅広いラインナップが特徴。もちろん、ゲーム実況動画配信や編集マシンとして
も高い性能を発揮し、これから本格的に e スポーツストリーマーを目指す方にもおすすめです。
■ モデルのご紹介
下記は、Riddle LEVEL∞ コラボゲーミング PC 新モデルのモデル例になります。他にも複数のライン
ナップを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。

【Riddle LEVEL∞ R-Class 新モデル】
製品名：LEVEL-R769-127-RBX-Riddle [Windows 11 Home]
販売価格：222,880 円

※モニターは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=879807&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_4&utm_content=nonpay

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / インテル® Z690 / DDR4-3200 DIMM (PC425600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3060 12GB
GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
製品名：LEVEL-R769-127-UAX-Riddle [Windows 11 Home]
販売価格：287,980 円
※モニターは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=879797&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_4&utm_content=nonpay

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / インテル® Z690 / DDR4-3200 DIMM (PC425600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB
GDDR6X / ミドルタワー / ATX / 800W 80PLUS® GOLD 認証 ATX 電源

【Riddle LEVEL∞ R-Class 新モデル RGB Build】
製品名：LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-Riddle [RGB Build]
販売価格：372,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=880153&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_4&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 9 5900X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR43200 DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce
RTX™ 3080 10GB GDDR6X / ミドルタワー / ATX / 800W 80PLUS® GOLD 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。
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