2022 年 1 月 20 日
株式会社

ユニットコム

パソコン工房 WEB サイト、ゲーミング PC 最大 20,000 円 OFF
『AMD 冬祭り』開催

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、ゲーミング PC が最大 20,000 円 OFF となる『AMD 冬祭
り』を 2022 年 2 月 3 日(木)13 時 59 分までの期間限定で開催中です。
■『AMD 冬祭り』開催中
『AMD 冬祭り』では、AMD 製品を搭載した BTO パソコンや PC パーツをご用意しております。セール対
象の BTO パソコンは、AMD Ryzen™ プロセッサーと AMD Radeon™ グラフィックスを組み合わせた BTO パ
ソコンを中心にラインナップしております。セール対象 PC パーツでは、AMD Ryzen™ プロセッサーと
マザーボードのセット商品やゲーミングキーボード、配信に使えるマイクや HDMI キャプチャーなどを
取り揃えております。
さらに、パソコン工房では「最大 20％還元！パソコン工房 会員様限定 超感謝祭」などお得なキャン
ペーンも開催中です。
◇ セール情報
実施期間 ： 2022 年 1 月 20 日(木)14 時～2022 年 2 月 3 日(木)13 時 59 分まで
https://www.pc-koubou.jp/pc/amd_festival.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220120_1&utm_content=nonpay

■ 先着最大 180 名様限定 対象パソコンをご購入の方にノベルティグッズプレゼント
セール対象 BTO パソコンをお買い上げの方から、先着順でノベルティグッズをプレゼントいたしま
す。先着最大 180 名様限定となり、お早目にご購入いただくほど豪華なグッズがもらえるチャンスで
す。

◇先着 60 名様
AMD4 点セット / AMD ドライフィットポロシャツ、AMD ロゴ入り incharge 6、AMD ロゴ入りキーキャ
ップ、AMD ネックストラップ
◇先着 61 名様～100 名様
AMD3 点セット / AMD ロゴ入り incharge 6、AMD ロゴ入りキーキャップ、AMD ネックストラップ
◇先着 101 名様～180 名様
AMD ネックストラップ
※プレゼントは先着順となります。ご購入のタイミングによってはご希望のグッズがご用意できない
場合もございますので、あらかじめご了承ください。
■ 最大 20％還元 超感謝祭
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！パソコン工房 会員様限定 超感謝祭」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 ： 2022 年 3 月 31 日(木)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-M0P5-R55G-DSX [Windows 10 Home]
通常販売価格：169,980 円
期間限定セール価格：159,980 円
※モニターは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=870840&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220120_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 5 5600G / AMD B550 / DDR4-3200 DIMM (PC425600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / AMD Radeon™ RX 6600 XT
8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 500W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

製品名：LEVEL-R9X6-LCR58X-DUX [Windows 10 Home]
通常販売価格：259,980 円
期間限定セール価格：239,980 円
※モニターは別売りです
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=857047&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20220120_1&utm_content=nonpay

Windows 10 Home 64 ビット [DSP 版] / AMD Ryzen™ 7 5800X / AMD X570 / DDR4-3200 DIMM (PC425600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 6700 XT
12GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源

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

