2021 年 9 月 30 日
株式会社

ユニットコム

パソコン工房 WEB サイト、
『買替応援セール』開催
Windows 11 アップグレード対応ゲーミング PC・クリエイターPC 勢揃い

※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、パソコン工房 WEB サイトにて、Windows 11 アップグレード対応のゲーミング PC やクリ
エイターPC をラインナップした『買替応援セール』を 2021 年 10 月 26 日(火)13 時 59 分までの期間限
定で開催中です。
■『買替応援セール』開催中
パソコン工房 WEB サイトでは、とってもお得な『買替応援セール』を実施中です。
セール対象 BTO パソコンでは、Windows 11 アップグレードに対応した Windows 10 搭載モデルをライ
ンナップしております。また、セール対象 PC パーツ・周辺機器では Windows 11 対応のマザーボード
やバックアップに役立つ外付けストレージなどをご用意しております。
Windows 11 アップグレードに対応した Windows 10 搭載モデルであれば、ご利用環境が整い次第、無償
で Windows 11 へアップグレードが行える為、安心して長くご利用いただけます。
さらに「最大 20％還元 超還元祭」などお得なキャンペーンや特集もございますので、セールと合わせ
てぜひご活用ください。

◇ セール情報
実施期間 ： 2021 年 9 月 30 日(木)14 時～2021 年 10 月 26 日(火)13 時 59 分まで
https://www.pc-koubou.jp/pc/kaikae_sale.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210930_1&utm_content=nonpay

■ 最大 20％還元 超還元祭 第 2 弾
パソコン・PC パーツ・周辺機器のご購入に応じて最大 20％相当を還元するお得なキャンペーン「最
大 20％還元 超還元祭 第 2 弾」を開催中です。
◇ 詳細ページ
https://www.pc-koubou.jp/pc/point_back_cp.php
※実施期間 ： 2021 年 10 月 31 日(日)まで
■ セール対象 BTO パソコン
下記は、セール対象モデル例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。
【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

●製品名 ：LEVEL-R0X5-R58X-DUX [RGB Build]
通常販売価格：240,891 円～（税別）/ 264,980 円～（税込）
期間限定セール価格：213,619 円～（税別）/ 234,980 円～（税込）
※モニターは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=833506&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210930_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 7 5800X / AMD X570 [ASUS X570-PRO] / DDR4-3200 DIMM
(PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / AMD Radeon™ RX 6700 XT 12GB
GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

●製品名 ：SENSE-15FX151-i7-PASXH [Windows 10 Home]

通常販売価格：153,619 円～（税別）/ 168,980 円～（税込）
期間限定セール価格：149,073 円～（税別）/ 163,980 円～（税込）
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=842843&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20210930_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / インテル® Core™ i7-11800H / インテル® HM570 / DDR4-3200
S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 1TB Serial-ATA HDD / 光学ドラ
イブ非搭載 / GeForce® RTX™ 3050 Ti 4GB GDDR6 / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×
1080 ドット)

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。
※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。

【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

