
 

  2021年 5月 14日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

【パソコン工房 秋葉原イイヤマストア】、【秋葉原アウトレット館】を 

ユニットコム秋葉原ビル 1F/2F に移転・統合！ 

5月 29日(土)より移転リニューアルオープン記念セールを開催！ 
 

 

※画像はイメージです 

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、秋葉原エリアの【パソ

コン工房 秋葉原イイヤマストア】ならびに【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】を、東京都千代

田区外神田 3-4-15 のユニットコム秋葉原ビル 1F/ 2F に移転し、2021年 5 月 29 日(土)に移転リニ

ューアルオープンいたします。 

 

極近隣には、旗艦店の【パソコン工房 秋葉原 BUYMORE 店】も展開しており、今回の【パソコン工房 

秋葉原イイヤマストア】ならびに【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】の移転リニューアルオー

プンにより、新品・中古パソコン/パーツの販売買取から修理サポートまでの機能差別化した３店舗

を集積してお客様の利便性を高め、パソコン周りのご要望にお応えする拠点として秋葉原に展開して

まいります。 

 

つきましては、今回の移転リニューアルオープンにあたって、【パソコン工房 秋葉原イイヤマスト

ア】【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】の両店舗にて、5月 29日(土)より移転リニューアルオー

プン記念セールを開催いたします。 

 

 

 



■【パソコン工房 秋葉原イイヤマストア】が移転リニューアルオープン! 

5 月 29日(土)11時に、移転リニューアルして、ユニットコム秋葉原ビル 1Fにオープンします【パソ

コン工房 秋葉原イイヤマストア】は、人気の「iiyama PC」ゲーミングモデル LEVEL∞(レベル イン

フィニティ)や、ビジネス・テレワークにも即戦力なスタンダードモデル STYLE∞(スタイル インフィ

ニティ)などのオリジナルパソコンを豊富に取り揃え、おすすめのゲーミングモニターやマウス、そ

の他周辺機器などもお手頃価格にて幅広く取り揃えております。移転リニューアルオープンいたしま

す【パソコン工房 秋葉原イイヤマストア】にどうぞご期待ください。 

 

 

■【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】が【秋葉原 2 号店】と統合しリニューアルオープン! 

5 月 29日(土) 11時に、【パソコン工房 秋葉原 2号店】と統合して、ユニットコム秋葉原ビル 2F に

移転リニューアルオープンします【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】は、良品アウトレット PC

をはじめ、中古ゲーミング PC から中古パソコン、中古液晶モニターなどの中古周辺機器、サプライ

品等の幅広いお値打ち品を数多く取り揃えております。また、PC関連ジャンクコーナーでは、掘り出

し物の PC関連ジャンク商品を特別価格にて取り揃えておりますので、ぜひご来店ください。 

 

 

■店舗情報  

パソコン工房 秋葉原イイヤマストア 

【オープン日】2021年 5月 29 日(土) 11時 00分 

【 所在地 】〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル 1F 

【 営業時間 】11時 00分 ～ 20時 00分 

【 定休日 】年中無休 

【 電話番号 】03-3526-3571 

【 メール 】akihabaraiiyamastore@pc-koubou.co.jp 

【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabara_iiyamastore.php 

 

 

パソコン工房 秋葉原アウトレット館 

【オープン日】2021年 5月 29 日(土) 11時 00分 

【 所在地 】〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル 2F 

【 営業時間 】11時 00分 ～ 20時 00分 

【 定休日 】年中無休 

【 電話番号 】03-6260-8311 

【 メール 】akihabara-outlet@pc-koubou.co.jp 

【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabara_outlet.php 

 

 



 

 

※パソコン工房 秋葉原イイヤマストア、パソコン工房 秋葉原アウトレット館、パソコン工房 秋葉

原 2号店は移転・統合のため 5月 23日(日)の営業をもって一時閉店いたします。 

 

■5 月 29 日(土)移転リニューアルオープン記念セールを開催！ 

5 月 29日(土)11時より 6月 4日(金)までの期間中、両店舗にて移転リニューアルオープン記念セー

ルを開催！ 

 

【パソコン工房 秋葉原イイヤマストア】では、人気のゲーミング PC「LEVEL∞（レベル インフィニ

ティ）」をはじめとする iiyama PCノートパソコン、デスクトップパソコンが特別価格でご購入いた

だける他、周辺機器等の数量限定の日替わり特価品をご用意しております。 

 

【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】では、中古パソコン、中古パーツに加え、人気のゲーミン

グ中古パソコンなどの商品をリニューアルオープン記念大特価にてご奉仕いたします。お得なこの機

会をお見逃しなく！ 

 

【移転リニューアルオープン記念セール】5月 29 日(土) ～6月 4 日(金) 

URL: https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/akihabara_sale.php 

※セールアイテムの情報公開は、5月 28日(金)夕方頃を予定しております 

 

■【パソコン工房 秋葉原 BUYMORE 店】にて協賛セールを開催！ 

5 月 29日(土)より、【パソコン工房 秋葉原イイヤマストア】【パソコン工房 秋葉原アウトレット館】

移転リニューアルオープンを記念し、移転リニューアルオープン記念セールと同日に、秋葉原エリア

の近隣店舗【パソコン工房 秋葉原 BUYMORE店】にて オープン記念協賛セール を開催いたします。

PC パーツ・周辺機器を中心に大変お得な商品を取り揃えておりますので、ぜひご来店ください！ 

 

【パソコン工房 秋葉原 BUYMORE 店】店舗 HP 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/buymore_akihabara.php 

 

※協賛セールは 移転リニューアルオープン記念セール と商品内容が異なります 



 

■5 月 29 日(土)【パソコン工房 秋葉原サポート受付・買取センター】、ならびに【パソコン工房 秋

葉原サポートセンター分室】が移転いたします。 

5 月 29日(土)に、【パソコン工房 秋葉原サポート受付・買取センター】がユニットコム秋葉原ビル

2F へ、また、【パソコン工房 秋葉原サポートセンター分室】が同ビル 5Fへ移転いたします。 

 

サポート受付カウンター買取センターが 2F販売フロアへ移転いたしますので、iiyama PCや周辺機

器、中古パソコンなどのお買い物と同時に、買取や修理サポート等のご相談についても、これまで以

上にスムーズかつ便利にご利用いただけるようになりました。 

 

パソコン工房 秋葉原サポート受付・買取センター 

【オープン日】2021年 5月 29 日(土) 11時 00分 

【 所在地 】〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル 2F 

【 営業時間 】11時 00分 ～ 20時 00分 ※19時 30分 受付終了 

【 定休日 】年中無休 

【 電話番号 】03-5289-0135 

【 メール 】akihabarasupportbunshitu@pc-koubou.co.jp 

【 店舗ＨＰ 】https://pc-support.unitcom.co.jp/contents/shop/akihabara_support_kaitori.php 

 

パソコン工房 秋葉原サポートセンター分室 

【オープン日】2021年 5月 29 日(土) 11時 00分 

【 所在地 】〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル 5F 

【 営業時間 】11時 00分 ～ 20時 00分 ※19時 30分 受付終了 

【 定休日 】年中無休 

【 電話番号 】03-5289-0135 

【 メール 】akihabarasupportbunshitu@pc-koubou.co.jp 

【 店舗ＨＰ 】https://pc-support.unitcom.co.jp/contents/shop/akihabara_support_bunshitsu.php 

 

※パソコン工房 秋葉原サポート受付・買取センター、ならびにパソコン工房 秋葉原サポートセンタ

ー分室は移転のため 5 月 23 日(日)の営業をもって一時閉店いたします。 

 

■パソコン工房全店で「最大 20％還元 超還元祭」を実施中！ 

パソコン工房全店にて、お客様へ感謝を込めて、パソコン・PC パーツ・周辺機器・中古 PC のご購

入に応じて最大 20％相当を還元(※)するお得なキャンペーン「最大 20％還元 超還元祭」を実施中

です！本キャンペーンでは、対象商品をご購入の際、弊社各種保証または PC 延長保証付の月額会員

サービスに同時ご加入いただく事で、さらに還元額を増加いたします！ 

 

※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房 Web 通販サイ

トでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 

 

開催期間は 2021年 6月 30日（水）まで。 

 

詳しくはキャンペーンページをご確認ください。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/point_back_campaign.php 

 



※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。 

 

パソコン工房は商品やサービスを通して、地域 ITとサービスを架け橋する「あなたの街の ITステー

ション」として、地域のお客様になくてはならない存在を目指して、一人ひとりのお客様に安心して

商品・サービスをご提供できるよう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

