2018 年 4 月 25 日

株式会社 ユニットコム

パソコン工房 × AMD 第 2 世代 Ryzen 発売記念コラボキャンペーン！
対象製品お買い求めで豪華景品が当たる！
キャンペーン拡散で EVO 2018(ラスベガス)観戦ツアーも当たる！

※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、日本 AMD 株式会社（本
社：東京都千代田区）と共同で、AMD 第 2 世代 Ryzen の販売を記念して、AMD の対象製品購入のユー
ザーに豪華賞品が当たるコラボキャンペーンを開始いたしました。
キャンペーンは、対象製品お買い求めでの参加の他に、公式ツイッターのフォローとキャンペーンツ
イートのリツイートと簡易アンケートに答えて、EVO 2018(ラスベガス)観戦ツアー、Steam ウォレット
が当たる誰でも参加可能な拡散企画、更には 5/11（金） ～ 5/13（日）に開催される LAN パーティー
イベント C4LAN 2018 SPRING（会場:ベルサール高田馬場）の特別シートが当たる企画もご用意してお
ります。
●コラボキャンペーン その 1
【 AMD 対象商品購入で豪華賞品が当たる！】

パソコン工房で対象の AMD 製品をご購入頂き専用 WEB ページからご応募頂くと、抽選で下記豪華賞品

が当たる！
■賞品

■対象製品
PC

CPU
グラフィックスカード
マザーボード

AMD CPU 搭載 iiyama PC
AMD Radeon グラフィックカード 搭載 iiyama PC
AMD A-シリーズ CPU
AMD Ryzen シリーズ CPU
AMD Radeon グラフィックボード
AMD チップセット搭載マザーボード

■対象販売店
パソコン工房 店舗 ・ グッドウィル店舗 ・ パソコン工房 WEB 通販
■お買い求め期間(レシート、購入証明書記載の日付)
2018 年 4 月 1 日(日)～2018 年 5 月 31 日(木)
■応募締切
2018 年 6 月 10 日(日)

●コラボキャンペーン その 2
【キャンペーン拡散で、ラスベガス旅行(EVO ツアー)が当たる！】

Twitter アカウントのフォローと対象ツイートのリツイート、アンケートの回答でどなたでもチャンス
あり！ラスベガスで開催される EVO 2018 観戦ツアー、Steam ウォレットが当たる！
■賞品
EVO 2018 観戦ツアー
(1 名様)
Steam ウォレット
2,500 円分 (10 名様)

アメリカ / ラスベガス マンダレイ・ベイで開催される世界最大級の格
闘ゲーム大会(開催日 2018/8/3～8/5)
渡航費・宿泊費を含むツアーとなります。
PC ゲームプラットフォーム「Steam」で利用できる電子マネーです。

■応募締切
2018 年 5 月 31 日(木)

●コラボキャンペーン その 3
【2,700 円以上のご購入で、C4LAN プレミアムチケットをプレゼント！】

2,700 円以上(税込)のご購入で、2018 年 5 月 11 日(金)～5 月 13 日(日)東京・高田馬場で行われる「C4LAN
2018 SPRING」ゲームパーティ(LAN パーティ)プレミアムチケットをプレゼント！ 座席にゲーミングデ
スクトップ PC、チェアー、モニター、デバイス関連が付いてくるまさにプレミアムなチケット！
Ryzen 7 2700X 搭載の LEVEL∞（レベル インフィニティ）ゲーミングマシンをご用意しております。
■対象販売店
パソコン工房 店舗 ・ グッドウィル店舗 ・ パソコン工房 WEB 通販

■お買い求め期間(レシート、購入証明書記載の日付)
2018 年 4 月 1 日(日)～2018 年 4 月 30 日(月)
■応募締切
2018 年 4 月 30 日(月)

◆パソコン工房 × AMD コラボキャンペーン特設サイト
https://www.pc-koubou.jp/info/amd_collabo_campaign.php
■ AMD とは
AMD は、ゲームや没入型プラットフォーム、データセンターに欠かせない要素である、ハイパフォーマ
ンス・コンピューティング、グラフィックスと視覚化技術において 45 年にわたり革新をもたらしてき
ました。世界中の何億人もの消費者、フォーチュン 500 企業、最先端の科学研究施設が、日常の生活、
仕事、遊びを向上させるために、AMD のテクノロジーに頼っています。世界中の AMD 社員は可能性の限
界を押し上げる優れた製品開発に注力しています。日本 AMD 株式会社は、AMD の日本法人です。AMD の
さらなる詳細については、AMD(NASDAQ: AMD)のウェブサイト、ブログ、Facebook またはツイッターを
ご覧ください。
AMD WEB サイト

: https://www.amd.com/ja

AMD ブログ

: https://community.amd.com/welcome

AMD Facebook

: https://www.facebook.com/AMDJapan

AMD Twitter

: https://twitter.com/amd

AMD、AMD Arrow ロゴ、Ryzen、Radeon またそれらのコンビネーションは Advanced Micro Devices、Inc.
の商標です。その他の名称は情報提供のみを目的としたものであり、それぞれの所有権者の商標であ
る場合があります。

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。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。
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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 :

http://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

