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株式会社 ユニットコム 
 

iiyama PC LEVEL∞、えなこ・伊織もえが所属する 

「PP エンタープライズ」パステルピンクでコンパクトな 

コラボゲーミング PC 限定モデルが数量限定で登場 
 

 

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、えなこ・伊織もえ

が所属する「PP エンタープライズ」コラボゲーミング PC 限定モデルを数量限定で発売いたしました。 

 

■ PP エンタープライズ 限定モデルが数量限定で登場 

PP エンタープライズ LEVEL∞ コラボゲーミング PC に、コンパクトモデルが 50 台限定で登場しまし

た。PP エンタープライズのリクエストを反映した、こだわりのパステルピンクカラーでコンパクトな

デザインとなっており、サイドパネルや本体底面部分から LED イルミネーションが見え、派手過ぎず

しっかりと存在感を放つこだわりのゲーミング PC です。この機会に、ぜひお買い求めください。 

 

※数量限定 50 台、なくなり次第終了となります。 

 

◇ PP エンタープライズ コラボゲーミング PC 特集ページ 

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_ppe.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220310_1&utm_content=nonpay 

 

 

 



 

■ コンパクトな筐体サイズ 

筐体サイズは幅 224mm×奥行 357mm×高さ 273mm とコンパク

トサイズですが、拡張性に優れ、2.5 インチストレージや 32

0mm までのフルサイズグラフィックスカードの増設など用途

に合わせた柔軟な拡張が可能です。 

ケース背面には 12cm ファンを標準で搭載、水冷クーラーも取

り付け可能です。 

 

 

■ フルカラーLED によるライトアップ 

背面ファンと側面ファン、ケース底面部分のアクリス製スタ

ンドにはフルカラーLED が取り付けられており、コントロー

ラーソフトウェアにて無灯火から虹色点灯まで様々な発光パ

ターンに設定可能です。 

 

■ PP エンタープライズ プロフィール 

 

 

 

変わる。を創造する。 

PP Enter Prise inc.は、コスプレイヤー・インスタグラマーなど次世代の表現者を応援するプロデュ

ース・マネジメントカンパニーです。 

 

■ PP エンタープライズ LEVEL∞（インフィニティ）モデルとは 

PP エンタープライズ LEVEL∞ コラボゲーミング PC は、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。その高い処理性能により、ゲーム実況配信は

もちろん、SNS、ブログの編集・更新や、画像素材の加工から動画の編集まで、さまざまな用途に活用

いただけます。 

 

 

 

 



【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。 

 

【PP エンタープライズ コラボゲーミング PC 限定モデル】 

 

製品名：LEVEL-CP56-LC114-NAX-PPE [RGB Build] 

販売価格：174,980 円 

※モニターは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=876898&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220310_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i5-11400 / インテル® B560 / DDR4-3200 

DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 

3050 8GB GDDR6 / コンパクト / Mini-ITX / 650W 80PLUS® GOLD 認証 専用電源 

 

製品名：LEVEL-CP56-LC114-DSX-PPE [RGB Build] 

販売価格：189,880 円 

※モニターは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=876899&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220310_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i5-11400 / インテル® B560 / DDR4-3200 

DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ RX 

6600 XT 8GB GDDR6 / コンパクト / Mini-ITX / 650W 80PLUS® GOLD 認証 専用電源 

 

製品名：LEVEL-CP56-LC117-RBX-PPE [RGB Build] 

販売価格：209,980 円 

※モニターは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=841977&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220310_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11700 / インテル® B560 / DDR4-3200 

DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 

3060 12GB GDDR6 / コンパクト / Mini-ITX / 650W 80PLUS® GOLD 認証 専用電源 

 

製品名：LEVEL-CP56-LC117-DUX-PPE [RGB Build] 

販売価格：249,980 円 

※モニターは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=876900&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220310_1&utm_content=nonpay 

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11700 / インテル® B560 / DDR4-3200 

DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ RX 

6700 XT 12GB GDDR6 / コンパクト / Mini-ITX / 650W 80PLUS® GOLD 認証 専用電源 



 

 

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 


