
2015年 8月 12日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC が放つ、次世代ゲーミング PC「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」 

静音ケース採用のゲーミングパソコン『S-Class』発売中 
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※画像はイメージです。 



株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島勇二、本社：大阪市浪速区）は、信頼の JAPAN QUALITY 

「 iiyama PC 」ブランドパソコンの「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、静音ケースを採用

したゲーミングパソコン『S-Class』を発売しております。 

 

LEVEL∞(レベル インフィニティ)の『S-Class』は、静音性に優れた PC ケースを採用したゲーミング

パソコンシリーズです。PC ケース内部に吸音シートを搭載することで、動作音を極限まで抑制してい

ます。さらに、高品質・高性能な電源ユニット、CPU、グラフィックカードを標準搭載するなど、ゲ

ーミングパソコンとして十分な性能を有しています。また、カスタマイズ性にも優れていますので、

様々なゲームに対応できるスペックを持たせることも可能です。 

 

＜おすすめポイント＞ 

■静音性に優れた PC ケース採用 

ミドルタワーモデル、ミニタワーモデルのいずれにおいても、ケースにはサイドパネル・フロントパ

ネルに吸音スポンジ装着し、高い静音性を実現したクーラーマスター社による「Silencio」シリーズ

を採用しています。 

 

■高品質＆高性能 ASUS 社のマザーボード 

世界でもトップレベルの研究開発チームを擁しており、数々の輝かしい受賞実績を持つ ASUS 社のマ

ザーボードを全モデルに採用。長時間のゲームプレイでも安定した動作が行えます。 

 

LEVEL∞（レベル インフィニティ）静音ゲーミングパソコン『S-Class』 

http://www.pc-

koubou.jp/pc/level_infinity_s.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i01 

 

 

【次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」】 

 

 

本製品は、世界の iiyama が放つ、次世代 GAMING BASE 「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」のゲー

ミングパソコンです。「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」は、世界的なオンラインゲーム人口の拡

大と熱狂を背景に、ゲームライフをとことん楽しむためのハイスペックラインとして新たに誕生しま

した。多くの企業が海外に拠点を移すなか、国内生産にこだわり、徹底した品質検証を行うことで高

い製品クオリティをキープ。エントリー層も含めた幅広いユーザーにオンラインゲームの扉を開きま

す。 

 

世界の iiyamaが放つ、次世代 GAMING BASE LEVEL∞（レベル インフィニティ）、誕生。 

http://www.iiyama-pc.jp/review/level_infinity.php 

 

 

LEVEL∞（レベル インフィニティ）『S-Class』は、東京・秋葉原にある iiyama PC のフラッグシップシ

ョップ「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）」でもご提案させていただいております。 

もちろん「LEVEL∞HUB」でもご注文いただけますので、お近くにお越しの際には、次世代ゲーミング PC

「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」を是非ともご体感ください。 

 

 

http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_s.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i01
http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_s.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i01
http://www.iiyama-pc.jp/review/level_infinity.php


 

 

【次世代体験型店舗 LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）】 

 

ゲームユーザーの聖地である東京・秋葉原の次世代体験型店舗「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ 

ハブ）」で、ゲームの未来を志向するコンセプトのもと、洗練された空間での新たなゲーム体験、最新

マシンによるリアルなプレイ、ゲーム環境に精通したプロスタッフのコンサルテーションが可能です。

国内 PCゲームショップの最高峰に位置する「LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ）」は、全国か

ら選び抜いた人材を揃え、さらに厳しい教育プログラムを修めたプロスタッフが運営しています。  

 

店舗名：LEVEL∞HUB（レベル インフィニティ ハブ） 

住所：〒101-0021東京都千代田区外神田 3-13-2 

営業/業務時間: 11：00～20：00  

http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_hub.php 

 

 

【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。 

 

●製品名：Lev-S079-i7-XM 

販売価格：204,980 円～（税別） 221,379 円～（税込） 

http://www.pc-

koubou.jp/pc/model/dsles079i7xm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i02 

 

 

 

OS Windows(R) 7 Home Premium 64 ビット 正規版(DSP) ※SP1適応済み 

プロセッサー インテル(R) Core i7-4790 プロセッサー 

チップセット インテル(R) Z97 Express チップセット 

メモリ DDR3-1600 4GB×2(計 8GB) 

HDD 500GB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 24倍速 DVDスーパーマルチドライブ 

グラフィック GeForce GTX 980 Ti 6GB GDDR5 

ケース 静音設計ミドルタワーATXケース 

電源 700W 80PLUS BRONZE 認証 ATX電源 

http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_hub.php
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dsles079i7xm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i02
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dsles079i7xm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i02


●製品名：Lev-S079-i7-RM 

販売価格：134,980 円～（税別） 145,779 円～（税込） 

http://www.pc-

koubou.jp/pc/model/dsles079i7rm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i03 

 

 

 

●製品名：Lev-S054-A10-NZ 

販売価格：82,980 円～（税別） 89,619 円～（税込） 

http://www.pc-

koubou.jp/pc/model/dsles054a10nz_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i04 

 

 

その他 LEVEL∞の『S-Class』モデル一覧はこちらをご覧ください。 

http://www.pc-

koubou.jp/pc/level_infinity_s.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i05 

 

 

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 

http://www.pc-koubou.jp/ 

 

※文中の社名、製品名等は、各社の商標または登録商標である場合があります。 

OS Windows(R) 7 Home Premium 64 ビット 正規版(DSP) ※SP1適応済み 

プロセッサー インテル(R) Core i7-4790 プロセッサー 

チップセット インテル(R) Z97 Express チップセット 

メモリ DDR3-1600 4GB×2(計 8GB) 

HDD 500GB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 24倍速 DVDスーパーマルチドライブ 

グラフィック NVIDIA(R) GeForce GTX 960 2GB GDDR5 

ケース 静音設計ミドルタワーATXケース 

電源 500W 80PLUS SILVER 認証 ATX電源 

OS Windows(R) 7 Home Premium 64ビット 正規版(DSP) ※SP1適応済み 

プロセッサー A10-8750 APU 

チップセット AMD(R) A88X チップセット 

メモリ DDR3-1600 4GB×2(計 8GB) 

HDD 500GB 3.5 インチ Serial-ATA HDD 

光学ドライブ 24倍速 DVDスーパーマルチドライブ 

グラフィック AMD(R) Radeon R9 260 1GB GDDR5 

ケース 静音設計ミニタワーMicroATXケース 

電源 500W 80PLUS SILVER 認証 ATX電源 

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dsles079i7rm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i03
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dsles079i7rm_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i03
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dsles054a10nz_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i04
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/dsles054a10nz_main.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i04
http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_s.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i05
http://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_s.php?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p150812i05
http://www.pc-koubou.jp/


※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがありま

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 :  http://www.pc-koubou.jp 

グッドウィル   URL :  http://www.goodwill.jp/ 

ツートップ     URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス       URL :  http://www.faith-go.co.jp 

バイモア       URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア       URL :  http://www.sellmore.jp/ 

 

代表者     代表取締役 髙島 勇二  

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

事業内容   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、メモリアーカイブサービス、中古買取・販売 

 

 

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 

 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
http://www.sellmore.jp/
mailto:order-webmaster@pc-koubou.co.jp

