
2019年 9 月 2日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

 

LEVEL∞ 「東京ゲームショウ 2019」でのイベント詳細・出演者情報を公開！ 

日本最高峰の e-sports リーグ PUBG JAPAN SERIES とのコラボステージ、 

「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」スペシャルステージ、 

「父ノ背中」出演の DREAM -R6S e-sports STAGE- 

 

※画像はイメージです 

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、2019 年 9 月 12 日（木）から 15 日（日）に幕張メッセで開催される「東京ゲーム

ショウ 2019（以下 TGS2019）」の MCJ グループブースにおいてゲーミング PC LEVEL∞ (レベル 

インフィニティ)のイベントを開催します。 

 

■LEVEL∞ × PJS -PUBG e-sports STAGE- エキシビジョンマッチを開催！（9/14 11：30～） 

9 月 14 日(土) 11 時 30 分から LEVEL∞×AMD がスポンサードする、日本最高峰の e-sports リ

ーグ DMM GAMES 主催 PUBG JAPAN SERIES（以下:PJS） とのコラボステージとして、PJS 

Grade1 で活躍するプロゲーマー４名と、人気女性ストリーマー２名を交えて トークショーやエキシ

ビジョンマッチを実施いたします。ご来場頂いている方の中から数名、出演者チームに交じってエ

キシビジョンマッチにご参加いただけます。エキシビジョンマッチの勝者には豪華ゲーミングデバイ

スがプレゼントされます。 

 

 

 

 



 

タイトル：LEVEL∞ × PJS -PUBG e-sports STAGE- 

開催日時：2019.9.14 Sat. 11:30～14:00  

出演者：（プロゲーマー） DNG melofo、SST gabha、CGX Aries、ARG osakana 

（ゲスト）    Yucco、梨蘭/Crest Gaming 所属 （実況 ・ 解説） シンイチロォ、MrYoppy 

 

■「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」スペシャルステージ（9/14 15：00～） 

9 月 14 日(土) 15 時からのステージでは「iiyama PC」と「仮面女子」のコラボアイドルユニット「無限

女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」が出演、パソコン工房 iiyama PC イメージソング

「be happy!!!」を披露いたします。 

 

「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」とはパソコン工房にて販売中の「iiyama PC」

ブランドをより深く知って頂く為、地下最強アイドルグループ「仮面女子」のメンバーから選抜され

結成した “月野もあ（つきの もあ）”、“美音咲月(みね さつき)”、“小島夕佳（こじま ゆうか）”、

“森下舞桜（もりした まお）”の 4 名のコラボアイドルユニット。今回の iiyamaPC ゲーミングシリー

ズ LEVEL∞ (レベル インフィニティ)の東京ゲームショウへの出展に際し、特設コンサート、トーク

イベント、オリジナル T シャツがもらえるゲーム大会、メンバーとのオリジナル名刺交換会イベント

を行います。 



「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」メンバー４人のスペシャルステージをお楽し

みください。 

 

■DREAM -R6S e-sports STAGE-に「父ノ背中」メンバーが登場！（9/15 11：00～） 

9 月 15 日(日)11 時からのステージでは、プロゲーマーを目指すプレイヤーへ DREAM を与えられ

るようなプロプレイヤーとのセッションとして、LEVEL∞がスポンサードするレインボーシックスシー

ジで活躍する人気のプロゲーミングチーム『父ノ背中』 が MCJ ブースに登場！ R6S エキシビジ

ョンマッチを実施いたします。ご来場頂いている方の中から数名、出演者チームに交じってエキシ

ビジョンマッチにご参加いただけます。 

R6S エキシビジョンマッチの勝者には豪華ゲーミングデバイスがプレゼントされます。 是非お立ち

寄りください。 

 

出演者 ：プロマルチゲーミングチーム父ノ背中  

      けんき選手 Apple 選手 Kakki 選手 DustelBox 選手 BEESUN 選手 

解説  ：中川ﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾗ･ｳﾞｧﾘｴｰﾙ 選手 

 

■東京ゲームショー当日でしか手に入らないオリジナルノベルティをプレゼント！ 

「東京ゲームショウ 2019」MCJ ブース LEVEL∞コーナー付近で、当日限定のオリジナルグッズを

先着数量限定で配布しております。 

 

・東京ゲームショウ 2019 限定 「LEVEL∞ タトゥーシール」 

・東京ゲームショウ 2019 限定 「LEVEL∞ × 無限女子 FW オリジナルコラボ扇子」 



 

■LEVEL∞ (レベル インフィニティ) ゲーミング PC では最新のコラボモデルを展示 

「東京ゲームショウ 2019」 MCJ ブース LEVEL∞展示コーナーでは、「PUBG JAPAN SERIES」推

奨ゲーミング PC や、プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」コラボ PC、更には「フォートナイト」の

プレイに最適なプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」コラボゲーミング PC 、CLIP STUDIO 

PAINT 推奨 PC などを展示いたします。展示 PC には人気ゲームタイトルを設定しておりご自由に

試遊いただけますので、家庭用ゲーム機では体験出来ないリッチなプレイ環境でのゲーム体験を

お楽しみください。 

 

 

■ほかにも MCJ ブースでは様々な e-sports イベント、トークセッションなど多数開催。 

今回「東京ゲームショウ 2019」に初出展する MCJ グループ 出展ブース内のステージでは、

e-sports イベントは勿論の事、ゲームに関連する各界の著名人を交えたトークセッションなど、以

前から e-sports の普及に貢献してきた MCJ グループだからこその視点でのイベントを多数開

催予定です。 

 

MCJ ブース ※イメージ画像  



【ブース番号】ホール 2    2-C10 

 

 

詳細につきましては、「MCJ TGS2019 特設サイト」をご覧ください。  

MCJ  TGS2019 特設サイト：https://mcjtgs2019.jp/ 

LEVEL∞ TGS2019 出展特設サイト：https://www.pc-koubou.jp/pc/tokyo_game_show2019.php 

 

 

◆『LEVEL∞（レベル インフィニティ）』について 

 

e-sports をはじめとした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に、ユニットコムが最新技術の粋を集め誕生させた iiyama PC のゲーミン

グブランド。ゲーミング PC だけでなく、PCゲーミングに欠かせないストリーミング配信も視野

に入れた最適なモデルも取り揃えております。 

 

これからも iiyama PC ゲーミングシリーズ LEVEL∞（レベル インフィニティ）は、e-sports に

おける熱狂や喜び、楽しさを伝えていくとともに、国内における競技レベルの向上、e-sports

の普及に取り組んでまいります。より多くのお客様へ PC ゲーミングをお楽しみいただけるよう、

様々な活動に取り組んでまいります。 
 
 

 

【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 : 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   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 プロモーション部 

Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9012 



E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp 

mailto:uni-kikaku@unitcom.co.jp

