2021 年 10 月 21 日
株式会社 ユニットコム

全国のパソコン工房 店舗で
「Windows 11 発売記念セール

第１弾」を開催！

※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、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて「Windows 11 発売記念セール 第１
弾」を 2021 年 11 月 10 日(水)まで開催いたします。
●Windows 11 発売記念セールを開催
Windows 11 の発売を記念して、日本全国のパソコン工房店舗にて、Windows 11 搭載パソコン、Windows
11 アップグレード対応パソコン、DSP Windows 11 パーツバンドルセット（予約）等の製品を取り揃え
た「Windows 11 発売記念セール

第１弾」を実施いたします。また、実施期間中、乗換に便利な「Windows

11 発売記念のゲーミング PC 買取アップキャンペーン」
、「Windows 11 アップグレードサービス」も行
っております。是非お近くのパソコン工房をご利用下さい。
・Windows 11 搭載 15 型 Core i7 搭載ノートパソコン
製品名 ：STYLE-15FH120-i7-UXSXM [Windows 11 Home]
販売価格：115,480 円

Windows 11 Home 64 ビット / インテル® Core™ i7-1165G7 / CPU 統合チップセット / DDR4-3200
S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 /
インテル® Iris® Xe グラフィックス / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット)

・Windows11 アップグレード対応可能

デスクトップパソコン

製品名 ：STYLE-M046-iX4-UH2XM
販売価格：74,780 円

※ディスプレイは別売りです。

Windows 10 Home 64 ビット / インテル® Core™ i5-10400 / インテル® B460/ DDR4- 2666 DIMM (PC421300) 8GB(8GB×1) / 512GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / インテル® UHD グラフィ
ックス 630 / 500W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源
・Windows 11 Home 64Bit DSP

+

TG-3468（ギガビット LAN カードバンドルセット）

※本製品は予約販売品となります。発売日は 11 月 11 日(木)となります。
販売価格：16,480 円

・Windows 11 Pro 64Bit DSP

+

TG-3468（ギガビット LAN カードバンドルセット）

※本製品は予約販売品となります。発売日は 11 月 11 日(木)となります。
販売価格：21,480 円

※上記はセール商品の一例です。その他の製品に関しては、お近くのパソコン工房店舗までご相談下
さい。
「Windows 11 発売記念セール」特集ページ
URL: https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/windows_11_campaign_vol1.php

●Windows 11 販売記念 ゲーミング PC 買取アップキャンペーンを開催中！
期間中、以下の当社指定のパソコンをお売りいただくことで、最終査定金額から大幅増額いたします。
① Core i5、Ryzen 5 以上搭載のパソコン 最終査定金額より、3,000 円増額
② 各社ゲーミングブランドパソコン 最終査定金額より、5,000 円増額
※キャンペーン内の①と②は併用できません。
更に、当社指定 CPU を搭載したパソコンであれば、追加で増額！
Core i5,i7,i9 の第 6 世代以降、または Ryzen5,7,9 の 2000 番台以降の当社指定 CPU を搭載したパ
ソコン
最終査定金額より 11％増額
※「中古の日」との併用はできません。
キャンペーン期間：2021 年 10 月 31 日(日)まで
●Windows 11 アップグレードサービス
お手持ちのパソコンが Windows 11 へアップグレード可能かを診断し、アップグレードに必要なスペ
ックならびに PC 上の設定をご提案させていただきます。ご自身のパソコンが対応可能か分からない
お客様、アップグレードに必要なハードウェアの交換作業や BIOS 上での設定が必要なお客様へ、日
本全国 70 店舗のパソコン専門店「パソコン工房」スタッフが必要な要件に合わせてサポートいたし
ます。ぜひお気軽にご利用下さい。
・「Windows 11 アップグレード」各種サービスについて
① Windows 11 アップグレード診断
アップグレードに必要なハードウェアおよび BIOS/ソフトウェア上の要件を診断いたします。
サービス料金：500 円 ⇒ 期間限定 0 円（2021 年 10 月 31 日まで無料）
② Windows 11 新規インストール ※DSP 版 Windows 11 発売後のご提供となります。
PC への Windows 11 インストールおよびドライバ設定等の作業を行います。
サービス料金：11,000 円
③ Windows 11 アップグレードインストール
Windows 10 から Windows 11 へのアップグレードインストールおよびドライバ設定等の作業を行いま
す。
サービス料金：8,800 円
④ Windows 11 新規インストール＋SSD アップグレードパック ※DSP 版 Windows 11 発売後のご提
供となります。
新しい SSD / HDD への換装作業後に Windows 11 の PC へのインストールおよびドライバ設定等の
作業を行います。最新の SSD / HDD へ換装することで PC の駆動スピードや容量アップなどが同時に
行えます。
サービス料金：15,400 円 ⇒ 期間限定 13,000 円（2021 年 10 月 31 日までのキャンペーン価格）

⑤Windows 11 アップグレードインストール＋SSD / HDD 換装アップグレードパック
お使いの Windows 10 の環境をそのまま新しい SSD / HDD へ換装いたします。換装後に Windows 11 の
PC へのアップグレードインストールおよびドライバ設定等の作業を行います。最新 SSD / HDD へ換装
することで PC の駆動スピードや容量アップなどが同時に行えます。
サービス料金：19,800 円 ⇒ 期間限定 18,000 円（2021 年 10 月 31 日までのキャンペーン価格）
「Windows 11 アップグレード」サービス 詳しくはこちら
URL: https://pc-support.unitcom.co.jp/support/os/win11_support.php

・全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧 お近くの店舗はこちらからご覧ください
URL: https://www.pc-koubou.co.jp/shop/contents/map/shopmap.php
パソコン工房はこれからも、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。
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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
iiyama PC （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、データ復旧サービス
メモリアーカイブサービス、中古買取・販売
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