2021 年 7 月 20 日
株式会社 ユニットコム

学生・家族まとめて全員お得！
iiyama PC・中古 PC が、なんと最大 20,000 円 OFF！
パソコン工房「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」が開催決定！

※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、パソコン工房店舗ならびにインターネットショップにて、2021 年 7 月 20 日(火)より iiyama PC と中古 PC が最大
20,000 円 OFF※となる「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」を開催いたします。
■「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」なら学生・家族まとめて全員お得！
パソコン工房は今回、学生様・ご家族様の PC 導入を応援するため、iiyama PC と中古 PC が最大 20,000 円 OFF※とな
る「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」をパソコン工房店舗ならびにインターネットショップにて 2021 年 7 月 20
日(火)より開催いたします。
■iiyama PC・中古 PC が最大 20,000 円 OFF※
「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」では、期間中に所定の参加条件を満たした上で iiyama PC 税別 5 万円(税込
5.5 万円)以上、中古 PC 税別 2 万円(税込 2.2 万円)以上のご購入時に当社指定サービスにご加入いただくと、表示価
格よりなんと最大 20,000 円お得※にお買い求めいただけます。
※最大 20,000 円 OFF は iiyama PC 税別 10 万円(税込 11 万円)以上、各種「PC 延長保証」付きサービスからの値引き
と、対象 PC 買い取り時の査定アップ額を組み合わせた金額となります。

※パソコン工房 Web サイトでのご購入の際は条件が異なります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。
■キャンペーンの参加条件
・お申し込みにはパソコン工房「LINE」アカウントへの友だち登録、パソコン工房 WEB 会員、ユニットコム ビジネ
スご優待会員いずれかへのご加入が必要となります。
・当社指定の「PC 延長保証」または月額会員サービス「プラチナ IT パスポート(当社指定プラン)」へお申し込みい
ただく必要がございます。
■キャンペーン実施期間
2021 年 7 月 20 日(火)～2021 年 10 月 31 日(日)
■パソコン工房「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」特設サイト
キャンペーンの詳細ならびに値引き対象機種はこちらでご確認いただけます。
URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/tokuwari_sp.php
■「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」対象商品
〇パソコン(iiyama PC 全シリーズ)

・STYLE∞シリーズ
・LEVEL∞シリーズ
・SENSE∞シリーズ
・SOLUTION∞シリーズ
税別 5 万円(税込 5.5 万円)以上の商品ご購入時
・「プラチナ IT パスポート(当社指定プラン)」同時加入で最大 10,000 円(税別)引き
または「PC 延長保証」同時加入で最大 7,000 円(税別)引き
税別 10 万円(税込 11 万円)以上の商品ご購入時
・「プラチナ IT パスポート(当社指定プラン)」同時加入で最大 15,000 円(税別)引き
または「PC 延長保証」同時加入で最大 12,000 円(税別)引き
※パソコン工房 Web サイトでのご購入時は「PC 延長保証」同時加入での値引きとなります。
その他の詳細については「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」特設サイトをご覧ください。

〇中古パソコン、中古タブレット

※税別 2 万円(税込 2.2 万円)以上の中古商品が対象となります。
※中古パソコンの内、Mac パソコン、アウトレット品は対象外です。
・「中古パソコン 2 年間延長保証」同時加入で最大 4,500 円(税別)引き
または「プラチナ IT パスポート」プラチナ会員(中古 2 年契約) 同時加入で最大 6,000 円(税別)引き
※パソコン工房 Web サイトでのご購入の際は、
「中古パソコン 2 年間延長保証」同時加入で最大 4,500 円(税別)引き
となります。
■対象の PC をお売りいただくと、買い取り査定額が増加して更にお得に！
iiyama PC・中古 PC をご購入時の「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」ご利用に加え、対象の PC をお売りいただ
くと、なんと買い取り査定額が最大 5,000 円アップいたします。ご購入時の値引き額と組み合わせれば最大 20,000
円 OFF※となり、パソコンの買い替えの際も大変お得になります！
パソコン買い取り時査定アップ対象 PC
・Core i5、Ryzen 5 以上搭載 PC の場合、3,000 円増額！
・ゲーミングブランド PC の場合、5,000 円増額！
※本キャンペーンにて表示する値引き額は iiyama PC 税別 10 万円(税込 11 万円)以上、各種「PC 延長保証」付きサ
ービスからの値引きと、指定 PC 買い取り時の査定アップ額を組み合わせた金額となります

■「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」ならびに関連するサービスについての注意事項
※値引きプランの内、「プラチナ IT パスポート」を選択の場合、ご契約者様のクレジットカードでの決済が必要とな
り、未成年のお客様は親権者様とのご契約となります。
※「プラチナ IT パスポート」は法人でのご契約はできません。
※「iiyama PC 超得キャンペーン 第 2 弾」は、当社が実施している「最大 20％還元 超還元祭」や「中古の日」を含
む他の値引き・還元キャンペーンとは併用ができません。
※パソコン買い取りは正常動作品に限ります。
※本キャンペーンでご購入いただきました PC ならびに各保証/会員サービスは、契約期間中は解約または転売禁止と
なります。ご同意の上、お申込みください。

■月額会員サービス「プラチナ IT パスポート」について

月額会員サービス「プラチナ IT パスポート」は、お客様のパソコンを中心とした IT 機器周り（パソコン・タブレッ
ト・スマートフォン等）を、さらに便利で安心してご利用いただける会員型の月額サービスです。月額会員サービス
には 3 つのプランをご用意しており、プランに応じた IT 機器の保守、および修理サポート等、ユニットコムが提供
する各種サービス（パソコン・周辺機器の販売、各種 IT 機器の保守・修理サービス、中古機器買い取り等）を優待
条件にてご利用いただける他、ウィルス対策サービスや電話＆リモートサポート、無線 LAN 接続設定サービス等の
様々な便利なサービスを提案し、お客様が IT 機器を安心してご利用いただける環境をご提供いたします。
URL:https://pc-support.unitcom.co.jp/pip-member/
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運営ショップ名
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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
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