2022 年 2 月 18 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、プロマルチゲーミングチーム
「父ノ背中」に LEVEL∞ R-Class 新モデルが登場
抽選で新コラボモデルが当たるキャンペーン実施

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、プロマルチゲーミ
ングチーム「父ノ背中」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。新モデル発売を記念して、抽選で 1 名様に新コラボモデルが
当たるキャンペーンを実施いたします。
■ 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。
◇ 父ノ背中 コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_fathers_back.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_1&utm_content=nonpay

■ プレゼントキャンペーン
LEVEL∞ R-Class 新コラボモデル発売記念として、Twitter と Instagram でご応募いただいた方の中か
ら抽選で 1 名様に父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミング PC 新モデルをプレゼントいたします。
賞品：父ノ背中 LEVEL∞ RGB Build 新モデル（1 名様）
【Twitter からの応募方法】
1.父ノ背中 公式 Twitter（@ttnose）と LEVEL ∞（レベル インフィニティ）【公式】Twitter（@LEVE
L_INF）をフォロー
2.@LEVEL_INFから発信のキャンペーンツイートを、ハッシュタグ「#父ノ背中RGBBuild新モデル発売」
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】
1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）をフォロー
2.@level_inf から発信のキャンペーン投稿をいいねするとエントリー完了
【応募期間】2022 年 2 月 18 日（金）14:00 ～2022 年 2 月 24 日（木）13:59 まで
【抽選・発表】当選発表（約 1～2 か月後）は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。
【ご注意】DM が無効（ブロックをされている等）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。
■ 父ノ背中 プロフィール

オンライン、オフラインの大会への積極的な参加と、優勝などの活躍により多くのファンを持つ。その
経験を買われ、JCG などで開催される大会の解説やイベント等への出演をする。また大会やイベントへ
の参加だけでなく、ストリーミング配信や動画投稿を積極的に行っており、人気を博している。チーム
として、ストリーミング配信自体を非常に重視しており、可能であれば練習や、試合についても配信を
行っている。
同時にファンとのコミュニケーションも重視しており、イベント時には彼らとのサインや写真撮影に
多くのファンが集まることで知られている。

■ 父ノ背中 LEVEL∞(レベルインフィニティ)モデルとは
父ノ背中 コラボゲーミング PC は、コストパフォーマンスを重視したスタンダードな構成のモデルか
ら、長時間ヘビーなゲームをプレイする環境を想定したハイパフォーマンスモデルまで、初心者から
プロゲーマーまで幅広く PC ゲームを楽しんで頂けるゲーミングパソコン・シリーズです。
「父ノ背中」メンバーが得意とする世界的な e スポーツ競技タイトルをはじめ、FPS ゲーム、格闘ゲー
ムなどを快適にプレイするためのスペックを厳選しております。
■ モデルのご紹介
下記は、父ノ背中 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。

【父ノ背中 LEVEL∞ R-Class 新モデル】
製品名：LEVEL-R769-127-RBX-FB [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=879806&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_1&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-FB [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=879796&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_1&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

【父ノ背中 LEVEL∞ R-Class 新モデル RGB Build】
製品名：LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-FB [RGB Build]
販売価格：372,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=880152&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220218_1&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。

【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

iiyama PC（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、データ復旧サービス、中古買取・販売、パ
ソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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

