2021 年 8 月 20 日
株式会社

ユニットコム

iiyama PC LEVEL∞、声優・ストリーマー「石黒千尋さん」
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）の「iiyama PC」ブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」は、LED イルミネーション
を標準搭載した 声優・ストリーマー「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC を発売
いたしました。
■「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC
「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC は、フルカラーLED によるドレスアップの
美しさを追い求めながら、ゲーミング PC に求められる性能も兼ね備えた BTO パソコンです。光り方や
色の変更を自在に行える LED イルミネーションは、海外・国内でも注目を集めており、ご自身のお好
みの光り方や色へ変更することでオリジナリティを高め、ゲーミング環境を彩る存在感のあるゲーミ
ング PC となっています。
◇「石黒千尋さん」コラボゲーミング PC 特集ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/game_chihiro_ishiguro.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210820_1&utm_content=nonpay

■ 5,000 円(税込)OFF WEB クーポンコード配布
「石黒千尋さん」LEVEL∞ コラボゲーミング PC で使える 5,000 円(税込)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：2021 年 9 月 2 日（木）13:59 まで
WEB クーポンコード：IC5000
WEB クーポンコードの使い方

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

■ プレゼントキャンペーン
◇ 限定 1 名様に 石黒千尋さんサイン入り RGB Build PC プレゼント
「石黒千尋さん」LEVEL∞ コラボゲーミング PC 発売記念として、Twitter と Instagram でご応募い
ただいた方の中から抽選で 1 名様に、石黒千尋さんのサイン入り「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build
コラボゲーミング PC をプレゼントいたします。Twitter なら 1 口、Instagram なら 2 口、両方で最大
3 口のご応募が可能です。
【Twitter からの応募方法（1 口分）】
1. 石黒千尋さん公式 Twitter（@chihiro_ishi）と LEVEL ∞ （レベル インフィニティ）
【公式】Twit
ter（@LEVEL_INF）をフォロー
2. キャンペーンツイートをハッシュタグ「#chihiroxRGBBuild」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（2 口分）
】
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】2021 年 8 月 20 日（金）14：00～2021 年 9 月 2 日（木）13：59 まで
【抽選・発表】厳正な抽選の上、ご当選者様には 9 月中旬に DM にてご連絡をいたします。発送は 10 月
を予定しております。
【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。
◇ 限定 1 名様に 石黒千尋さんサイン入りサイドパネルプレゼント
期間中に「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC をお買い上げの方から抽選で 1 名
様に、石黒千尋さんサイン入りサイドパネルをプレゼントいたします。
対象ご購入期間：2021 年 9 月 2 日（木）13：59 まで
※期間内に「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC をご購入で自動的に抽選の対象
となります。(RGB Build モデル以外、また、ノートモデルは対象外となります。)
※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。
※サイン入りサイドパネルは、コラボ PC のサイドパネルと交換してご使用いただけます。

■「石黒千尋さん」プロフィール

テレビナレーションやアニメ・ゲームの声優、VOCALOID / VOICEROID+「結月ゆかり」の音声ライブラ
リ提供者としても知られ インターネット配信サービス（YouTube および niconico 動画）ではゲーム実
況等のコミュニティを開いて活動している。
主な出演
ナレーション
「みのもんたのよるバズ！」
（Abema TV）※レギュラーナレーション
ソフト
VOCALOID4

結月ゆかり（純・穏・凛）

入力文字読み上げソフト

VOICEROID+

結月ゆかり

アニメ
「ガールフレンド（仮）
」前田彩賀
「ノラガミ ARAGOTO」弁財天
「電脳ムシオヤジ」マデリン・マディソン 他
ゲーム
「ぷよぷよ!!クエスト」チキータ
「絶対絶望少女

ダンガンロンパ Another Episode」葉隠浩子

「あんさんぶるガールズ」御影かすみ
「はがねオーケストラ」結月ゆかり、トモエ
「グランブルーファンタジー」アリエ
■「石黒千尋さん」∞（インフィニティ）モデルとは
石黒千尋さん LEVEL∞コラボゲーミング PC は、ライブストリーミングによるトークや歌ってみたな
どの配信、ゲーム実況などにおすすめなパソコンラインナップです。必要な機材との接続性や拡張性
にも優れ、各種編集作業も快適にこなすことができる高い処理能力により、更新頻度を上げたいスト
リーマーの方の作業効率アップにも貢献します。

■ モデルのご紹介
下記は、
「石黒千尋さん」LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミング PC になります。RGB Build 以外の「石黒千尋

さん」LEVEL∞ コラボゲーミング PC も複数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。

●製品名 ：LEVEL-R0X5-R56X-RBX-Chihiro [RGB Build]
販売価格 ：184,980 円～（税別）/ 203,478 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842771&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210820_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 5 5600X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR43200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / GeForce
RTX™ 3060 12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R05A-117-RBX-Chihiro [RGB Build]
販売価格 ：199,980 円～（税別）/ 219,978 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842769&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210820_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11700 / インテル® Z590 [PRIME Z590A] / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ /
GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R0X5-R58X-DUX-Chihiro [RGB Build]
販売価格 ：240,980 円～（税別）/ 265,078 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842772&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210820_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 7 5800X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR43200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / AMD
Radeon™ RX 6700 XT 12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
●製品名 ：LEVEL-R05A-119-TAX-Chihiro [RGB Build]
販売価格 ：242,980 円～（税別）/ 267,278 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842770&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210820_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i9-11900 / インテル® Z590 [PRIME Z590A] / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ /
GeForce RTX™ 3070 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

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

