
  2021 年 4 月 21 日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

2021 年 5 月 15 日（土）愛知県尾張旭市に 

パソコン・パーツ・周辺・中古を豊富に取り揃えるパソコン専門店 

「パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店」が新規オープン！ 

オープン記念特別セール・協賛セールを同時開催！ 
 

 

 

※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、愛知県尾張旭市に、

パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店を 2021 年 5 月 15 日(土)より新規オープンいたします。 

 

パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店は、名古屋市東部に位置する尾張旭市を横断する国道 363 号線

沿いの利便性の高い地域へ新築し、新規オープンいたします。 

尾張旭市にお住いのお客様は勿論のこと、長久手市・瀬戸市・日進市・みよし市、また、名古屋市名

東区、守山区などの愛知県東部、さらに、春日井市などの愛知県北部と、多くのお客様に便利にご利

用いただける店舗となります。 

 

また、お客様のニーズにお応えすべく、ビジネスパソコンからゲーミングパソコン、周辺機器、中古

商品の販売、パソコンや IT 機器の設定・修理サポート、中古商品の買取等、パソコン周りの幅広い

品揃えと高品質のサービスで地域の皆様にご愛顧いただける店舗を目指し、より便利で快適なパソコ

ンライフをご提供いたします。 

パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店にどうぞご期待ください！ 

 



■パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店 

【  店舗名  】パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店 

【オープン日】2021 年 5 月 15 日(土) 11 時 00 分 

【 所在地 】〒488-0043 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町 1 丁目 60 番 

【 営業時間 】11 時 00 分 ～ 19 時 30 分 

【 定休日 】年中無休 

【 電話番号 】0561-76-6888 

【 メール 】owariasahi@goodwill.jp 

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

【 アクセス 】・名古屋方面から車でお越しの場合は 

名古屋第二環状自動車道より引山 IC 出口から引山(交差点)を右折し 

出来町通り/国道 363 号線/県道 215 号を東へ約 9 分 

             ・【地下鉄】東山線「藤が丘」駅下車 

・【市バス】幹藤丘 1 藤が丘～本地住宅 西本地ヶ原バス停 下車 徒歩約 9 分 

       ・駐車場 20 台 

 

 

 

■パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店「オープン記念特別セール」を開催！ 

5 月 15 日(土)11 時より 5月 21 日(金)までの期間、新規オープンを記念して「オープン記念特別セー

ル」を開催いたします。 

 

BTO でカスタマイズが可能のオリジナルパソコン「iiyama PC」シリーズをはじめ、人気のゲーミング

PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」の他、限定 PC パーツ、テレワークやオンライン授業等にも

最適な周辺機器や、中古ゲーミング PC など多数のアイテムを新規オープンセール限定の特別価格で

ご提供いたします。お得な「オープン記念特別セール」この機会をお見逃しなく！ 



 

 

【オープン記念特別セール】5 月 15 日(土) ～5 月 21日(金) 

URL: https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/owariasahi_sale.php 
※セールアイテムの情報公開は、5 月 14 日(金)夕方頃を予定しております 

 

■オープニングイベント 

①「ガラポン抽選会」 

当日 1,000 円以上お買い求めのレシートご提示で、はずれ無し、豪華景品が当たるガラポン抽選会に

ご参加いただけます。 

 

 

※参加には当店 LINE 公式アカウントの友だち登録が別途必要です。 

※開催日時：5 月 15 日（土）、5 月 16 日（日）の 2 日間限定。 

 

②「アンケートに答えて粗品を GET！」 

簡単なアンケートにお答えいただくことで、来店者様先着で素敵な粗品をプレゼント！※参加には当

店 LINE 公式アカウントの友だち登録が別途必要です。 

 

※開催日時：5 月 15 日（土）、5 月 16 日（日）※粗品がなくなり次第終了 

※イベントに関しての詳細は当日、店頭スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 

 
■東海エリアをはじめとするパソコン工房 グッドウィル店舗にて、協賛セールを同時開催！ 
パソコン工房 グッドウィル 尾張旭店のオープンを記念し、「オープン記念特別セール」と同日に、

東海エリア、沖縄エリアに展開する「パソコン工房 グッドウィル」10 店舗にて「オープン記念協賛

セール」を開催いたします。 

 

パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店 

パソコン工房 グッドウィル 岡崎店 

パソコン工房 グッドウィル 刈谷店 



パソコン工房 グッドウィル 岐阜茜部店 

パソコン工房 グッドウィル 四日市店 

パソコン工房 グッドウィル 津店 

パソコン工房 グッドウィル 豊橋店 

パソコン工房 グッドウィル 豊田店 

パソコン工房 グッドウィル 北谷店 

パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店 

 

※協賛セールはパソコン工房 グッドウィル 尾張旭店「オープン記念特別セール」と商品内容が異な

ります 

 

■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

