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株式会社

ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、父ノ背中 LEVEL∞ RGB Build のレビュー動画
公開を記念して、てるしゃんサイン入り PC や、てるしゃん・けんき
サイン入りオリジナルパーカー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、インテル® Core™
プロセッサー搭載 父ノ背中 LEVEL∞ RGB Build のレビュー動画公開を記念して、てるしゃんサイン
入り RGB Build PC や、てるしゃん・けんきサイン入りオリジナル父ノ背中パーカーが当たるキャンペ
ーンを実施いたします。
さらに、インテル CPU 搭載の 父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミング PC（BTO デスクトップモデル）を
ご購入の先着 300 名様にオリジナル父ノ背中パーカー＆USB メモリプレゼントキャンペーンも実施い
たします。
■ 父ノ背中レビュー動画公開
インテル® Core™ プロセッサーを搭載した父ノ背中 LEVEL∞ RGB Build のレビュー動画を公開いたし
ました。外観から e スポーツでのパフォーマンスなど、プロゲーマー視点も交えた分かりやすい内容
となっていますので是非ご覧ください。
【父ノ背中コラボゲーミンング PC レビュー動画（YouTube）】
https://www.youtube.com/watch?v=5Z7hbMIH_Oc

◇ 今回使用したインテル CPU 搭載コラボ PC はこちら

製品名：LEVEL-R66P-LC127-UAX-FB [RGB Build]
販売価格：298,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=881964&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220408_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / インテル® Z690 [ASUS PRIME Z
690-P 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
◇ 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=pr20220408_1&utm_content=nonpay

■ キャンペーン
抽選で、てるしゃんサイン入り RGB Build PC や、てるしゃん・けんきサイン入りオリジナル父ノ背中
パーカーが当たる SNS キャンペーン
Twitter と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で 1 名様に、レビュー動画に使用した父ノ
背中 LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC、またはオリジナル父ノ背中パーカーを各 1 名様にプレ
ゼントいたします。
賞品①：てるしゃんサイン入り父ノ背中 LEVEL∞ RGB Build（1 名様）
賞品②：てるしゃん・けんきサイン入りオリジナル父ノ背中パーカー（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（@LEV
EL_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「#ゲーミング腕組み」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 4 月 8 日（金）14:00 ～2022 年 4 月 21 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。※賞品の選択はできません。
■ 先着ご購入特典
オリジナル父ノ背中パーカー＆USB メモリプレゼントキャンペーン
対象の父ノ背中 LEVEL∞コラボゲーミング PC をご購入頂いた方、先着 300 名様にオリジナル父ノ背中
パーカー＆USB メモリをプレゼントいたします。
【期間】2022 年 4 月 8 日（金）14:00 ～特典が無くなり次第終了
【対象】インテル® Core™ プロセッサー搭載の BTO デスクトップ父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミング
PC
※ノートモデル、AMD CPU 搭載モデルは対象外となります。
※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。
■ 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 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】
製品名：LEVEL-R769-127-SAX-FB [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=879820&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220408_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

【父ノ背中 LEVEL∞ R-Class RGB Build】
製品名：LEVEL-R76P-LC127-UAX-FB [RGB Build]
販売価格：310,880 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=886474&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220408_1&utm_content=nonpay

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / インテル® Z690 [ASUS PRIME Z690-P 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

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
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