2020 年 11 月 30 日
株式会社 ユニットコム

ご好評につき第３弾開始！
「総額 6 億円分 最大 20％ 超還元！第３弾」を
パソコン工房にて 12 月 1 日(火)より開催決定！

※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、パソコン・PC パーツ・周辺機器のご購入に応じて最大 20％相当を還元(※)する
「総額 6 億円分 最大 20％ 超還元！第３弾」を 2020 年 12 月 1 日（火）より開催いたします。
■ご好評につき、さらにパワーアップして「総額 6 億円分 最大 20％ 超還元！第３弾」を開催
キャンペーン期間中、パソコン工房で対象の商品（パソコン、PC パーツ、周辺機器、中古パソコン）
をご購入いただくとご購入額に応じて最大 20％相当を還元(※)するキャンペーンとなります。
対象商品は人気の iiyama PC ゲーミングシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」をはじめと
した最新鋭のパソコン、ならびに PC パーツ、周辺機器、中古パソコンと幅広い商品のお買い物で還
元を受け取れる大変お得なキャンペーンとなっております。
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。

決済方法はキャッシュレス決済以外の現金等でのご利用も可能で、さらに「土・日・祝と 5 の付く
日」は中古パソコンが 10％OFF となる「中古の日」も本キャンペーンとの併用が可能です。
さらに、今回パワーアップして対象のゲーミング中古パソコンを買取に出すと、買取査定額がさらに
優待条件で上乗せされます！お得なこの機会をどうぞお見逃しなく！
■キャンペーン開催期間
2020 年 12 月 1 日(火)～還元総額 6 億円相当に到達次第、または 2021 年 3 月 31 日（水）まで。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。
■お支払い方法
決済方法はクレジットカード、PAY 系のキャッシュレス決済以外に、
「現金」でもご利用いただけま
す。
■当社商品券ご利用可能期間
利用可能期限の 2021 年 6 月 30 日(水)までお使いいただけます。
■キャンペーン参加条件
パソコン工房 Web 会員へのご登録が必要です。店舗でご利用の場合はパソコン工房各店「LINE」アカ
ウントへの友達登録が必要です。

【対象商品および還元内容】
・パソコン(iiyama PC) 最大 10％還元相当～
本体価格 税抜 10 万円以上：10,000 円分
本体価格 税抜 5 万円以上～10 万円未満：5,000 円分
更にご購入時の保証同時ご加入で還元額が増加いたします。
PC 延長保証付の月額会員サービス「プラチナ IT パスポート」の
同時ご加入にて＋10,000 円分
→(本体価格 税抜 10 万円以上の場合)合計 20,000 円分
パソコン延長保証の同時ご加入にて＋5,000 円分
→(本体価格 税抜 10 万円以上の場合)合計 15,000 円分
※パソコン（iiyama PC）の還元上限は 20,000 円分となります。

・PC パーツ 最大 10％還元相当～
商品価格 税抜 2 万円以上：2,000 円分
更にご購入時の保証同時ご加入で還元額が増加いたします。
ご購入時の安心交換保証の同時ご加入にて＋1,000 円分
→合計 3,000 円分
※PC パーツの還元上限は 3,000 円分となります。
・パソコン周辺機器 最大 10％還元相当～
商品価格 税抜 2 万円以上：2,000 円分
更にご購入時の保証同時ご加入で還元額が増加いたします。
ご購入時の安心交換保証の同時ご加入にて＋1,000 円分
→合計 3,000 円分
※パソコン周辺機器の還元上限は 3,000 円分となります。
・中古パソコン 最大 20％還元相当～
本体価格 税抜 2 万円以上：4,000 円分
更にご購入時の保証同時ご加入で還元額が増加いたします。
ご購入時の中古 PC 延長保証の同時ご加入にて＋1,000 円分
→合計 5,000 円分
※中古パソコンの還元上限は 5,000 円分となります。
※中古パソコンの内、Mac パソコンは対象外となります。
※「中古の日」は 10％OFF と本キャンペーンの両方が適用されま
す。
※還元額は 1 商品あたりの「販売価格」を基準に付与いたします。
※還元内容の条件ならびに還元方法は、店舗と Web 通販サイトで異なります。
※パソコン工房 Web 通販サイトでは「パソコン工房ポイント」
、店舗では当社直営店舗でご利用いた
だける「当社商品券」での還元となります。
（詳しくは店頭またはインターネットサイトでご確認ください。）
※「当社商品券」のご利用期限は 2021 年 6 月 30 日(水)までとなります。
※「当社商品券」は換金できません。
※一度のご購入に対し、発行できるのは該当する還元額の「当社商品券」1 枚までとなります。
複数枚に分けての発行は行っておりませんので予めご了承をお願いいたします。
※本キャンペーンを Web 通販サイトでご利用の場合、「LINE 会員」への友達登録は必要ございませ
ん。

■お使いの PC をお売りいただくと、買取査定額 UP での還元も実施いたします！
iiyama PC・中古 PC ご購入時の還元に加え、更にお使いの PC をお売りいただくと、なんと買取査定

額 UP での還元も実施いたします。パソコン買い替えの際にもぜひお得にご利用ください。
パソコン買取査定額 UP 指定 PC
・Core i5、Ryzen 5 以上搭載 PC の場合、3,000 円増額！
・ゲーミングブランド PC の場合、5,000 円増額！
※パソコン買取査定額 UP は、3,000 円 UP もしくは、5,000 円 UP どちらか一方の適用となります。
【当社商品券の使用について】
・利用期間中のお買い物にご利用いただけます。お買い上げの際レジにてお渡しください。
・現金への引き換え、つり銭のお返しはいたしかねます。
・盗難、紛失に関してその責任は負いかねます。
・取引のキャンセル・返品・不正行為が行われたと当社が判断した際は「当社商品券」の利用は無効
となります。
■「パソコン工房 Web 通販サイト」でのキャンペーン開催について
https://www.pc-koubou.jp/pc/point_back_cp.php
■「パソコン工房 店舗」でのキャンペーン開催について
https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/point_back_campaign.php

パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【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
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