2022 年 4 月 28 日
株式会社 ユニットコム

おかげさまでパソコン工房 LINE 会員 30 万人突破！
ゴールデンウィーク期間中はパソコン工房がお得！
「特別感謝 5 大クーポン」を手に入れよう！

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 LINE 会員 30 万人突破を記念して 2022 年 4 月 29 日(金・祝)より全国
のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて使える「特別感謝 5 大クーポン」を配布いたします。
■パソコン工房 LINE 会員 30 万人突破！「特別感謝 5 大クーポン」を手に入れよう！
おかげさまでパソコン工房店舗 LINE 会員が 30 万人を突破いたしました。これを記念して「特別感謝
5 大クーポン」を LINE アプリにて配布いたします。
ゴールデンウィーク期間中のパソコン工房でのお買い物やサービス・サポート、パソコンの買い替え
などが大変お得になる LINE クーポンです。クーポンの配布開始は 4 月 29 日より行いますので、ぜひ
この機会にお近くのパソコン工房店舗を友だち登録して「特別感謝 5 大クーポン」をゲットしてくだ
さい！
クーポン配布/利用期間：2022 年 4 月 29 日(金・祝)～5 月 8 日(日)
クーポン受取方法：各店舗の LINE メニューから抽選に参加し受け取りできます。
クーポン利用回数：期間中一回まで
※②ゲーミング PC 買取 UP クーポンのみ、利用期間が 5 月 31 日(火)までとなります。更に、期間中

何度でもクーポンをご利用いただけます。
※クーポンは抽選方式ですが当選確率 99%でほぼ当たる設定となります。
※クーポン内容の詳細については各クーポン画面にてご確認ください。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。
■「特別感謝 5 大クーポン」
①最新パソコン乗り換えクーポン

期間中、店頭にて古いパソコンから新品パソコンへ乗り換えいただくと新品パソコンがレジにて
1,000 円(税別)値引きになるお得なクーポンです。
利用方法：レジにて該当の LINE クーポンをご提示で 1,000 円(税別)値引き
※中古パソコン、アウトレット品は対象外となります。
※②ゲーミング PC 買取 UP クーポン及び、現在開催中の「Windows パソコン買取増額キャンペーン」
との併用が可能です。
②ゲーミング PC 買取 UP クーポン

期間中、店頭にて【当社指定ゲーミング PC】 をお売りいただくと最終査定金額から 10％増額になる
お得なクーポンです。
利用方法：買取時に該当の LINE クーポンをご提示で最終査定金額から 10％増額
利用期間：2022 年 4 月 29 日(金・祝)～5 月 31 日(火) 期間中、何度でもご利用いただけます。
更に！現在開催中の「Windows パソコン買取増額キャンペーン」との併用で【当社指定ゲーミング
PC】の買取が最終査定金額から最大 20％増額いたします。お得なこの機会をどうぞお見逃しなく！

①最新パソコン乗り換えクーポンも併用可能です。
※その他のキャンペーンとの併用はできません。
【当社指定ゲーミング PC】
下記スペックを満たす、正常動作するデスクトップ PC or ノート PC
OS

：Windows10 以降～

CPU ：第 6 世代 以降 Core i5,i7,i9 または 3000 番台以降の Ryzen 5,7,9
VGA ：GTX1050 以降 または Radeon RX560 以降
③ゲームしようぜ！クーポン

期間中、店頭にて当社指定ゲーミングデバイスを 2 点以上のセット(総額 3,300 円以上)でご購入いた
だくとレジにて 500 円(税別)引きになるお得なクーポンです。
利用方法：レジにて該当の LINE クーポンをご提示で 500 円(税別)値引き
対象商品：ゲーム用途向けのマウス・キーボード・ゲームコントローラー・ヘッドセット
※2 点以上の同時ご購入でも 1 商品に対して 1 回の値引きとなります。
※その他の LINE クーポンとの併用はできません。
④自作しようぜ！クーポン

期間中、店頭にて当社指定 PC パーツを 2 点以上のセット(総額 3,300 円以上)でご購入いただくとお
会計時にレジにて 500 円(税別)引きになるお得なクーポンです。

利用方法：レジにて該当の LINE クーポンをご提示で 500 円(税別)値引き
対象商品：CPU・マザーボード・メモリ・VGA・PC ケース・電源
※2 点以上の同時ご購入でも 1 商品に対して 1 回の値引きとなります。
※その他の LINE クーポンとの併用はできません。
⑤パソコン高速化！クーポン

期間中、店頭にてご提示いただくとパソコン高速化サービス・サポート料金が大変お得になる LINE
クーポンです。
・メモリ/VGA 換装サービス作業料金 500 円(税別)引き
・SSD 換装サービス作業料金 1,000 円(税別)引き
ご利用方法 ：レジにて該当の LINE クーポンをご提示でご利用いただけます
※ハードウェアのご購入が別途必要です。作業後のお返しは 5 月 5 日(木)以降になる場合がございま
す。詳しくはお申込み店舗までご確認下さい。
※メモリ/VGA 換装もしくは SSD 換装どちらか一回のみ。
●特典いっぱい！LINE 会員募集中！
パソコン工房・グッドウィル店舗を LINE 会員登録すると、いいこといっぱい！ 登録特典に加え特価
品のお知らせや最新情報、オトクなキャンペーン情報もキャッチできます。ぜひ LINE 会員登録をよ
ろしくお願いいたします。
詳しい LINE 会員登録方法はこちらからご覧ください。
https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/info_line.php
●全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報
お近くの店舗はこちらからご覧ください。
https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/
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。
【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
代表者

URL :

https://www.goodwill.jp

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
中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス
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