2022 年 5 月 12 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、部長 前田佳織里が率いる総勢 11 名の声優が所属
する「声優 e-Sports 部」とのスポンサー契約締結
WEB クーポン配布やコラボ PC 新モデルなどが当たるキャンペーンを実施

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、株式会社オブジェ
クト（代表取締役：吉村尚紀、本社：東京都中野区）が運営する、前田佳織里、小原莉子、村上奈津実
など総勢 11 名の声優が所属する「声優 e-Sports 部」とのスポンサー契約を締結いたしました。
「声優 e-Sports 部」とのスポンサー契約締結を記念して、5,000 円 OFF WEB クーポンコード配布や、
声優 e-Sports 部 LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC 新モデル、またはメンバーのサイン入り名
刺風コレクターズカードが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
◇ 声優 e-Sports 部 コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_sec.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220512_1&utm_content=nonpay

■ 5,000 円 OFF WEB クーポンコード配布
声優 e-Sports 部 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 5 月 25 日（水）13：59 まで

WEB クーポンコード：SEC5000
WEB クーポンコードの使い方

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

■ 購入特典
◇ オリジナル壁紙と名刺風コレクターズカードをプレゼント
声優 e-Sports 部 LEVEL∞コラボゲーミング PC をご購入頂いた方にもれなく声優 e-Sports 部オリジ
ナル壁紙と名刺風コレクターズカードをプレゼントいたします。

※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。
※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
◇ 抽選でコラボ PC またはメンバーのサイン入り名刺風コレクターズカードをプレゼント
Twitter と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で 1 名様に、声優 e-Sports 部 LEVEL∞ R
GB Build コラボゲーミング PC 新モデルを、または 3 名様に声優 e-Sports 部メンバーのサイン入り名
刺風コレクターズカードをプレゼントいたします。
賞品①：声優 e-Sports 部 LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC 新モデル（1 名様）
賞品②：声優 e-Sports 部メンバーのサイン入り名刺風コレクターズカード（3 名様）
【Twitter からの応募方法】
1. 声優 e-Sports 部 公式 Twitter（@seiyu_esports）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「#SECRGBBuild」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

【応募期限】2022 年 5 月 25 日（水）13：59 まで
【抽選・発表】当選発表は、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。
※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。
■ 声優 e-Sports 部 プロフィール

プロデュース事業、音響制作、イベント・番組制作、キャスティング事業等の展開をする株式会社オブ
ジェクトが運営。
ゲームの楽しさを伝えることを目的に結成されたガチゲーマーの現役声優 総勢 11 名 による e スポ
ーツチーム。
チームと言ってもプロプレイヤー志向ではなく「楽しく！」
「プレイヤーが増えるきっかけに！」
「盛り
上げ役に！」といった志向で e スポーツ業界、ゲーム業界の応援、そして全国各地やリアル・オンライ
ン大会の盛り上げを担う展開で爆走中！
また、声優と一緒に様々なゲームを楽しめる「ファン参加型」も活発な生配信も好評で日本全国規模で
e スポーツ・ゲーム業界を応援！
公式サイト
YouTube

URL：https://seiyu-esports.jp/

URL：https://www.youtube.com/channel/UCmOPWIJ424XesMYcmahUTEQ?sub_confirmation=1

■ 声優 e-Sports 部∞（インフィニティ）モデルとは
声優 e-Sports 部 LEVEL∞ コラボゲーミング PC は、ゲームや e-Sports の楽しさを伝えるために日々
活動する声優 e-Sports 部メンバーのゲームプレイはもちろん、実況生配信・動画編集・SNS 投稿など
プロモーション活動といったさまざまな用途を快適にこなすことができる、ハイスペックが魅力のゲ
ーミンングパソコン・シリーズです。
■ モデルのご紹介
下記は、声優 e-Sports 部 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。

【声優 e-Sports 部 LEVEL∞ R-Class 新モデル】
製品名：LEVEL-R76P-LC127-UAX-SEC [RGB Build]
販売価格：310,880 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=897389&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220512_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
製品名：LEVEL-R76P-LC129K-XAX-SEC [RGB Build]
販売価格：532,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=897392&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220512_1&utm_content=nonpay

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i9-12900K / インテル® Z690 [ASUS PRIME Z690-P D4]
/ 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 / 800W 80PLUS® GOLD 認証 ATX 電源

【声優 e-Sports 部 LEVEL∞ R-Class】
製品名：LEVEL-R6X5-LCR56X-SAX-SEC [RGB Build]
販売価格：249,980 円
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=897405&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220512_1&utm_content=nonpay

Windows 11 Home [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 / 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

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

