2022 年 2 月 24 日
株式会社 ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、プロ eSports チーム「Quintette」との
スポンサー契約を締結、LEVEL∞ R-Class 新モデルおよび
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、株式会社
Quintette（代表取締役：乗松 蒼汰、本社：静岡県袋井市）が運営する、プロ eSports チーム
「Quintette」とのスポンサー契約を締結いたしました。
今回のスポンサー契約は、株式会社ユニットコムの iiyama PC ゲーミングブランド「LEVEL∞（レベ
ル インフィニティ）
」のユーザー認知を高めるとともに、プロ eSports チーム「Quintette」とのス
ポンサー契約を通じて、e スポーツの今後の発展に貢献することを目指しております。
また、Quintette コラボゲーミング PC の発売を記念して、Quintette オリジナル壁紙・ステッカーな
どの購入特典や、抽選でメルトンのサイン入りマウスパッドが当たるプレゼントキャンペーンを実施
いたします。ぜひこの機会にご購入ください。
■ 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。
◇ Quintette コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_quintette.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220224_1&utm_content=nonpay

■ 5,000 円 OFF WEB クーポンコード配布
Quintette LEVEL∞ コラボゲーミング PC で使える 5,000 円 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：2022 年 3 月 9 日（水）13：59 まで
WEB クーポンコード：QTE0538
WEB クーポンコードの使い方

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

※WEB クーポンコードのご利用にはパソコン工房 WEB 会員登録が必要となります。
※当 WEB クーポンコードはおひとり様 1 回限り、対象パソコン 5 台までお値引きが可能です。
■ 購入特典
Quintette LEVEL∞コラボゲーミング PC をご購入頂いた方にもれなく Quintette オリジナル壁紙・ス
テッカーをプレゼントいたします。

（オリジナル壁紙・ステッカー）
※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。
※Windows 11 搭載モデルの壁紙は後日ダウンロードとなります。

■ プレゼントキャンペーン
◇ 限定 2 名様にメルトンのサイン入りマウスパッドをプレゼント
Twitter と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で 2 名様にメルトンのサイン入りマウスパ
ッドをプレゼントいたします。

（メルトンのサイン入りマウスパッド）
賞品：メルトンのサイン入りマウスパッド（2 名様）
【Twitter からの応募方法】
1.Quintette 公式 Twitter（@esportsQT）と LEVEL ∞（レベル インフィニティ）
【公式】Twitter（@
LEVEL_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「#QTWIN_レベルインフィニティ」
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.キャンペーン投稿をいいねでエントリー完了
【応募期間】2022 年 2 月 24 日（木）14:00 ～2022 年 3 月 9 日（水）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。
■ Quintette プロフィール

Quintette は、静岡県袋井市を中心とした静岡県をホームタウンとする県内唯一のプロ e スポーツチ
ームです。2018 年に発足し、現在は FPS タイトルにて活動しております。我々は世界一のチームを目
指すと共に、ホームタウンの活性化を理念におき esports 文化の浸透を目指します。
■ Quintette LEVEL∞(レベルインフィニティ)モデルとは
Quintette LEVEL∞ コラボゲーミング PC は、e スポーツ最前線で頼りになる高いパフォーマンスはも
ちろん、
「共創」をテーマに多方面で活躍する Quintette メンバーの各種メディアでの情報発信のよ
うな用途おいても快適な動作を実現する、パワフルな処理能力が特徴のゲームパソコンシリーズで
す。
■ モデルのご紹介
下記は、Quintette LEVEL∞ コラボゲーミング PC 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。

【Quintette LEVEL∞ R-Class 新モデル】
製品名：LEVEL-R769-127-SAX-Quintette [Windows 11 Home]
販売価格：247,980 円
※モニターは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=881922&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220224_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 Ti

8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

【Quintette LEVEL∞ R-Class 新モデル RGB Build】
製品名：LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-Quintette [RGB Build]
販売価格：372,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=881925&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220224_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

【Quintette LEVEL∞ RGB Build】
製品名：LEVEL-R66P-LC127K-UAX-Quintette [RGB Build]
販売価格：309,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=881935&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220224_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700K / インテル® Z690 [PRIME Z690P D4] / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 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
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