2020 年 12 月 28 日
株式会社

ユニットコム

ユニットコム ビジネスご優待会員サイトにて、
年末年始もお安くご購入いただける
『ビジネスご優待会員 年末年始スペシャルセール』開催！
～ 2021 年 1 月 12 日(火)14 時までの期間限定！ ～

※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、ユニットコム ビジネスご優待会員サイトにて、2021 年 1 月 12 日(火)14 時までの期間
限定で、年末年始もお安くご購入いただける『ビジネスご優待会員 年末年始スペシャルセール』を開
催中です。
■『ビジネスご優待会員 年末年始スペシャルセール』開催中！
ユニットコム ビジネスご優待サイトでは、年末年始もお安くご購入いただける『年末年始スペシャル
セール』を開催中です。テレワークやビジネス業務におすすめの BTO パソコンや PC パーツ・周辺機器
をセール価格にプライスダウンしてご案内！
さらに、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 億円分還
元! 最大 20% 超ポイント還元」や「iiyama PC 超得割 WEB キャンペーン」や「デスクトップ CPU 搭載
ノートパソコン導入提案キャンペーン」など、お得なキャンペーンも開催中です。また、2021 年新春
初夢福袋を数量限定で発売いたしますので、この機会をお見逃しなく！

◇セールの詳細につきましては、ユニットコム ビジネスご優待会員ご案内ページをご確認ください。
https://www.pc-koubou.jp/info/member.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201228_2&utm_content=nonpay

実施期間 ： 2021 年 1 月 12 日(火)14 時まで
■初売り限定！ 初夢福袋
毎年好評いただいております「初売り限定 初夢福袋」を 2021 年 1 月 1 日(金) 11 時より発売予定！
組み立てキットを始め、人気のゲーミングデバイス福袋など楽しい福袋が多数ラインナップします！
発売日時になりましたら下記ページよりご注文いただけますのでぜひぜひお見逃しなく！！
◇パソコン工房インターネット通販の新春初夢福袋 詳細については、下記よりご確認ください。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/13283?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201228_2&utm_content=nonpay

■総額 6 億円分還元! 最大 20% 超ポイント還元 第３弾
日頃ご愛顧いただいておりますお客様への感謝の気持ちをこめて、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 億円分還元! 最大 20% 超ポイント還元」を同時開
催中です。
パソコン工房 WEB 会員様もしくはビジネスご優待会員様が、パソコン工房インターネット通販サイト
にて対象の商品（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、最大 20%相
当のパソコン工房 WEB 通販サイト、ユニットコムビジネスご優待サイトでご利用いただけるキャンペ
ーンポイントを還元いたします！
◇総額 6 億円分還元! 最大 20% 超ポイント還元 第３弾 キャンペーンについて
https://www.pc-koubou.jp/pc/point_back_cp.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201228_2&utm_content=nonpay

※キャンペーン期間：2021 年 3 月 31 日(水)まで
■学生・社会人・会社みんなまとめておッ得 iiyama PC 超得割 WEB キャンペーン
学生・教職員をはじめとして、全ての個人のお客様、ならびに中小企業・個人事業主様を対象に、対
象商品が最大 10,000 円(税別)その場でお値引きとなる WEB クーポンコードが利用可能です！
クーポンコードの取得方法はカンタン！ 会員登録後に「STEP 1 iiyama PC 超得割 WEB クーポンコー
ドの取得」からご確認頂けます。既に会員の方は、すぐにクーポンの取得ができます。このチャンス
をお見逃しなく！
◇学生・社会人・会社みんなまとめておッ得 iiyama PC 超得割 WEB キャンペーンについて
https://www.pc-koubou.jp/pc/chou_tokuwari_web.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201228_2&utm_content=nonpay

※キャンペーン期間：2021 年 1 月 11 日(月)まで
※「iiyamaPC 超得割」は、当社が実施している「総額 6 億円分 最大 20％ 超ポイント還元」など、
他の値引き・還元キャンペーンとは併用ができません。
■デスクトップ CPU 搭載ノートパソコン導入提案キャンペーン
対象のデスクトップ CPU 搭載ノートパソコンで使える、ビジネスご優待会員様限定 3,000 円(税別)引
き WEB クーポンコードをご案内中です。ビジネスご優待会員に新規加入頂いたお客様もすぐにご利用
いただけますので、ご登録がおすすめです！
◇デスクトップ CPU 搭載ノートパソコン導入提案キャンペーンについて
https://www.pc-koubou.jp/pc/deskcpunote_campaign.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20201228_2&utm_content=nonpay

※キャンペーン期間：2021 年 1 月 26 日(火)14 時まで
※その他のクーポン番号、クーポン券との併用はできません。

■ユニットコム ビジネスご優待会員とは
「ユニットコム ビジネスご優待会員」は、法人・個人事業主様専用のサービスです。
パソコン・パソコン関連商品を使用してビジネスをするうえで役立つ様々なサポートが受けられるビ
ジネス会員様限定の会員サービスになります。
■ご利用額に応じて会員ランクがアップ！「ユニットコム ビジネスご優待会員」ランクシステム
「ユニットコム ビジネスご優待会員」は、ご利用に応じて会員ランクが上がるシステムで、ランク
に応じてお買い物のポイント付与率がアップする他、会員様限定セールにご参加いただけます。更
に、ビジネスに有利な様々なサポート特典も、併せてご利用いただけます。
会員ランクは「レギュラー」
「シルバー」
「ゴールド」「プラチナ」の 4 段階を設けており、会員ラン
クに応じてポイントがたまる他、ビジネスで役立つ様々な特典サービスをご利用いただけます。
◇会員ランクに応じた特典の詳細はホームページをご覧ください。
https://www.pc-koubou.jp/info/ranking.php
■本会員様限定で、売掛(後払い)決済が可能な「ユニットコム B2B メンバーカード（ブラック）」が
登場
ユニットコムグループの各インターネットサイト(ユニットコム ビジネスご優待会員サイト、デジタ
ルドラゴン、パソコンショップアーク)、ならびに、各店舗(パソコン工房・グッドウィル、パソコン
ショップアーク)でのご利用時限定で、”売掛(後払い)でのお取引が可能となる”ビジネスカード「ユ
ニットコム B2B メンバーカード（ブラック）」が登場いたしました！ カード特典も満載で、便利で
お得にご利用いただけます。
便利でお得な「ユニットコム B2B メンバーカード（ブラック）
」にぜひお申し込みください。
◇「ユニットコム B2B メンバーカード（ブラック）
」お申し込みはこちら
https://www.pc-koubou.jp/info/b2b_card.php
■ユニットコムが展開する全国の店舗をご利用されるお客様におすすめの「ユニットコム B2B メン
バーカード（ブルー）
」
「ユニットコム B2B メンバーカード（ブルー）」は、各店舗(パソコン工房・グッドウィル、パソコン
ショップアーク)でお買い物をされる際にご提示頂くと通販サイト同様のポイントが付与されるお得
なカードです。貯まったポイントはパソコン工房通販サイトにてご利用できます。発行手数料無料で
すので、店舗もご利用のビジネスご優待会員様は是非お申し込みください。
※スマートフォンをお持ちの会員様は、会員マイページにてオンラインカードを選択、表示されるバ
ーコードを店舗でスキャンすることでもポイントが付与されます。
購入ポイント付与のタイミングは月末締めの翌月 10 日前後となります。
お申し込みは「ビジネスご優待会員」にご登録後、マイページ内『ユニットコム B2B メンバーカード
（ブルー）申込』からお申し込みいただけます。お申し込み後お近くの店舗にてカードのお受け取り
をしていただく必要がございます。

◇ユニットコム ビジネスご優待会員お申込みフォーム
https://www.pc-koubou.jp/entry/business_kiyaku.php
■ 貯めたポイントを店舗でも利用できる！
WEB 通販及び店舗にて商品購入時に付与されましたポイントを、店舗で使える 500pt 単位のクーポン
へ変換しご利用いただけます。
急ぎの商品や店舗にあります目玉商品の購入などでぜひご利用ください。
※ご利用の前に、マイページ ⇒ ポイント店舗利用にて変換する必要がございます。
※ご利用にはスマートフォンなどお客様マイページを画面表示していただく必要がございます。
※クーポンではお釣りは出ませんので予めご了承下さい。
※ユニットコム ビジネスご優待会員様のみご利用いただけます。
◇セール・ビジネスご優待会員について詳しくはこちら
https://www.pc-koubou.jp/info/member.php

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

