2019 年 2 月 25 日
株式会社ユニットコム

「iiyama PC」と「仮面女子」のコラボアイドルユニット
「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」始動！
新曲「be happy!!!」を発表！パソコン工房で結成記念キャンペーン開始！
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、2019 年 2 月に「パソコン工房」のイメージガールとして就任した「仮面女子」
とのコラボ企画として誕生した、
「iiyama PC」イメージキャラクターのアイドルユニット「無限
女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」(以下、無限女子 Forward)の結成を記念して、全国
のパソコン工房にて 2 月 25 日(月)より結成記念キャンペーンを開始することをお知らせいたしま
す。
■「iiyama PC」とのコラボアイドルユニット「無限女子 Forward」を結成！新曲「be happy!!!」
を発表

「無限女子 Forward」
弊社が販売する、
「iiyama PC」ブランドをより深く知って頂く為、仮面女子メンバーから選抜し
た、 “月野もあ（つきの もあ）
”
、
“美音咲月(みね さつき)” 、
“小島夕佳（こじま ゆうか）”、
“森下舞桜（もりした まお）”の 4 名で新アイドルユニット「無限女子 Forward」を結成。今後
の活動を通じて「iiyama PC」を各分野のより多くのお客様に知って頂けるように活動を進めてま
いります。
無限女子 Forward 新曲「be happy!!!」
パソコン工房 iiyama PC イメージソング
「be happy!!!」
プロデュース：佐藤徹也（オフィスクレッシェンド）
アーティスト: 無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～
(月野もあ、美音咲月、小島夕佳、森下舞桜）
作詞: 佐藤徹也 作曲編曲：blue but white
曲名「be happy!!!」
機械化、合理化が進む中、感情を押し込められがちな現代社会に逆行して、日常的に感じる矛盾
や不満、悩みなど言葉に出来ない感情を、あきらめず、笑いながら仲間たちと立ち向かって前へ
突き進む“人間らしさ”
“自分らしさ”といったテーマを込めた歌詞に、無限女子 Forward メン
バー４人の強く明るい歌声に乗せて作られたポジティブな気持ちになれる曲です。
無限女子 Forward が歌う新曲「be happy!!!」は日本全国のパソコン工房店内でフルバージョン
が聴ける他、キャンペーンで特設サイトからダウンロードすることが出来ます。
■日本全国のパソコン工房で「無限女子 Forward」結成記念キャンペーンを開催！
①iiyama PC 購入特典！「無限女子 Forward オリジナル PC ステッカー」先着 2,000 名様無料プ
レゼント！

iiyama PC ご購入のお客様に先着で
「無限女子 Forward オリジナル PC ステッカー」
をプレゼント。
※各店先着数量限定となりますので、無くなり次第終了となります。弊社 EC サイトからご注文分
に関しては 2/25 の受注確定分より先着で配布させて頂きます。

②さらに iiyama PC 購入特典！「無限女子 Forward」オリジナル T シャツ応募者 100 名様に抽選
でプレゼント

キャンペーン期間中に、店頭または Web にて 弊社オリジナルパソコン「iiyama PC」をご購入頂
き、本サイトにてお申込みいただいたお客様の中から、抽選で 100 名様に「無限女子 Forward オ
リジナル T シャツ」プレゼント！
〇応募方法
対象製品（iiyama PC）購入の購入証明書（店頭購入の場合はレシート、通販でご購入の場合は
納品書、もしくは発送完了メール）をご用意いただき、 下記のエントリーフォームより必要事項
をご記入の上ご応募ください。
（購入証明書記載 No. 1 つにつき、1 回のご応募とさせていただき
ます。
）
〇エントリーフォーム【応募サイト】
https://voice.unitcom.co.jp/enquete/Default.aspx?code=CISC6L
〇キャンペーン期間
2019 年 2 月 25 日(月)～2019 年 3 月 31 日(日)まで
〇お買い求め期間(購入証明書記載の日付)
2019 年 2 月 25 日(月)～2019 年 3 月 31 日(日)まで
〇応募締切
2019 年 3 月 31 日(日)
〇お買い求め対象店舗
パソコン工房 店舗 ・ グッドウィル店舗 ・ パソコン工房 WEB 通販
〇当選通知
当選は 4 月中旬以降、ご当選者様へのみ、お申し込み時にご記入頂きましたメールアドレスへ、
当選連絡をもって以下の運営事務局よりメールにてお知らせいたします。
運営事務局メールアドレス：event_info@unitcom.co.jp
〇その他注意事項
※ご当選者様のみの当選連絡となります。
※お一人様 1 回の応募迄とさせて頂きます。弊社側で重複が確認された場合は 1 件でカウント
させて頂きます。
※T シャツの種類はお選びいただけません、サイズはすべて L サイズになります。
※お申込みにはメールアドレスが必要です。ご登録頂きますメールアドレスは本キャンペーン
の当選時の
ご連絡にのみご利用させて頂きますので、ご記入間違えの無いようにご注意ください。

③パソコン工房をご利用頂きましたお客様限定！「無限女子 Forward」が歌う「be happy!!!」
をダウンロードプレゼント！

パソコン工房でお買い物をして頂くと、新曲「be happy!!!」を無料で「無限女子 Forward」公式
サイトにてダウンロードすることができます。是非新曲をゲットしてください！また「無限女子
Forward」が歌う「Shining Road ～楽しいことを全力で！～」もダウンロード頂けます。
※ダウンロードの際、パソコン工房各店で発行するレシート、パソコン工房 WEB 通販では注文確
認メールにパスコードを発行いたします。
ログインページ
https://www.pc-koubou.jp/dlmj/login_fw.php
④初回限定「無限女子 Forward」iiyama PC 簡易カタログを全国のパソコン工房のパソコンコー
ナーで無料配布！

パソコン工房各店舗にて初回限定「無限女子 Forward」の iiyama PC 簡易カタログを配布いたし
ます。
「無限女子 Forward」メンバーのプロフィールやカタログ限定のカットなども盛り込んだ貴
重な限定版となります。是非、全国のパソコン工房 PC コーナーへお越しください。
※各店 先着数量限定となりますので、無くなり次第終了となります。
⑤期間限定「無限女子 Forward」がパソコン工房をジャック！

期間限定で日本全国のパソコン工房 店頭パソコンコーナーを「無限女子 Forward」がジャック！
普段見られないオリジナル PR コンテンツをお楽しみ下さい。

⑥「無限女子 Forward」公式サイトにてオリジナルコンテンツを公開中！

パソコン工房インターネット通販内にある「無限女子 Forward」 公式サイトでメンバーのオリジ
ナル壁紙、AD ギャラリーなどを無料でダウンロード頂けます。
今後も、「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」の詳細ならびに活動情報、ファンコ
ンテンツにつきましては、パソコン工房内の「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」
公式サイト、ならびに公式 Twitter、イベント等を通じて順次公開をさせて頂きます。お楽しみ
にお待ちください。
・公式サイト: https://www.pc-koubou.jp/mugenjoshi
・株式会社ユニットコム 公式 Twitter: https://twitter.com/unitcom_info
※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。
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