
2021 年 12 月 27 日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

パソコン工房「2022 年 超・新春初売り」情報を一挙公開！ 

数量限定の初夢福袋、お年玉パソコン、新春大特価をお見逃しなく！ 

お得なプレゼントやクーポンが続々「新春初夢キャンペーン」も実施！ 
 

 

 

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・グッドウィル店舗にて、「超・新春初売り」を 2022 年 1 月 1

日※（土・祝）から 1 月 11 日（火）まで開催いたします。 

 

更に「超・新春初売り」では「初売り限定 初夢福袋」や売切れ御免の初売り恒例「お年玉パソコ

ン」を豊富にご用意しております。※一部店舗は 2022 年 1 月 2 日（日）より開始いたします。 

 

■「初売り限定 初夢福袋」今年は計 9 種類をご用意！

 
毎年好評の「初売り限定 初夢福袋」は、2022 年も大ボリュームで 9 種類の福袋を一挙販売！プロゲ

ーミングチームとのコラボレーション組立キット福袋や、ゲーミングデバイス福袋、無線 LAN セット

福袋など数量限定にてご用意！※他にも一部の店舗限定の初夢福袋もご用意しております。 



 

●プロゲーミングチーム コラボゲーミング PC 組立キット福袋！ 

ゲーミング PC LEVEL∞(レベル インフィニティ)がスポンサードするプロゲーミングチームとコラボ

レーションした数量限定のゲーミング PC 組立キットを販売！ 

 

ミドルクラスのスペック構成でありながら、フル HD 環境において高フレームレートでゲームプレイ

が可能なパーツ構成から、コスパ重視のパーツ構成まで幅広く取り揃えており、通常価格に比べて大

変お買い得になっております。さらに各組立キット福袋にはパソコン工房店舗で使える安心の組立サ

ービス半額クーポンが付属しております。 

 

1．Intel 10 点セット 組立キット福袋 219,800 円＜全店合計 150 セット＞ 

 

Gaming Organization「ZETA DIVISION」コラボゲーミング PC 組み立てキット！ 

Gaming Organization「ZETA DIVISION」推奨！第 12世代 intel Core i7 と GeForce RTX 3060 Ti を

採用し最新の PC ゲームを快適にプレイできるスペックを持つゲーミング PC 組立キットとなっており

ます。！全店合計 150 セット限定、初売りだけのお得なプライスにて販売いたします！ 

 

 

CPU：intel Core i7-12700KF プロセッサー 

CPU クーラー：MASTERLIQUID ML240L V2 ARGB(水冷クーラー) 

メモリ：DDR5–4800 メモリ 16GB×2(合計 32GB) 

SSD：1TB SSD(M.2) 

マザーボード：MSI 製 Z690 搭載 ATX マザーボード 

グラフィックカード：GeForce RTX 3060 Ti グラフィックカード 

光学ドライブ：記録型ブルーレイドライブ 

電源：1000W 80PLUS GOLD 認証 ATX 電源ユニット 

OS：Windows 11 Home 64bit 

セキュリティ：Norton Security Deluxe15 か月版 

特典：安心の組立サービス半額クーポンが付属 

 

※本組立キットには PC ケースは付属いたしません。別途お求めください。 

 

・Intel 10 点セット 組立キット福袋 StylishNoob による組み立て動画を公開！ 

 

 



 

Gaming Organization「ZETA DIVISION」所属の人気ストリーマーStylishNoob が実際に組み立て挑戦

した動画を、StylishNoob YouTube チャンネルにて公開！ 

 

https://www.youtube.com/c/StylishNoob4 

 

2. AMD 9 点セット 組立キット福袋 114,800 円＜全店合計 200 セット＞ 

プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」コラボ ゲーミング PC 組み立てキット！ 

プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」推奨！第 4 世代 AMD Ryzen 5 と GeForce GTX 1660 Ti を採

用、コスパ重視のミドルクラス構成ありながら幅広いゲームタイトルも楽しめる高いパフォーマンス

を持ったお得なゲーミング PC 組み立てキットです！全店合計 200 セット限定、初売りだけのお得な

プライスにて販売いたします！ 

 

 

CPU：AMD Ryzen 5 5600X プロセッサー 

メモリ：DDR4-3200 メモリ 8GB×2(合計 16GB) 

SSD：500GB SSD(M.2) 

マザーボード：ASUS 製 B550 搭載 microATX マザーボード 

グラフィックカード：GeForce GTX 1660 Ti グラフィックカード 

光学ドライブ：DVD スーパーマルチドライブ 

電源：750W 80PLUS GOLD 認証 ATX 電源ユニット 

OS：Windows 11 Home 64bit 

セキュリティ：Norton Security Deluxe 15 か月版 

特典：安心の組立サービス半額クーポンが付属 

 

※本組立キットには PC ケースは付属いたしません。別途お求めください。 

 

 

 

 



・AMD 9 点セット 組立キット福袋 ダステルボックス選手による組み立て動画を公開！ 

 

プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」所属の人気プロゲーマー ダステルボックス選手、BEESUN

選手が実際に組み立て挑戦した動画を、ダステルボックス選手 YouTube チャンネルにて公開！ 

 

https://www.youtube.com/c/DustelBox 

 

●注目のゲーミングデバイス福袋 

 

3．logicool ゲーミングデバイス「松」セット福袋 29,980 円＜全店合計 300 セット＞ 

logicool マウス、キーボード、ヘッドセットの PRO シリーズデバイス 3 点セット福袋 

 

4．logicool ゲーミングデバイス「竹」セット福袋 14,980 円＜全店合計 300 セット＞ 

logicool マウス、キーボード、ヘッドセットの定番ゲーミングデバイス 3 点セット福袋 

 

 

5．Razer ゲーミングデバイス「松」セット福袋 31,980 円＜全店合計 200 セット＞ 

Razer マウス、キーボード、ヘッドセット、マウスパッドのデバイス 4 点セット福袋 

 

6．Razer ゲーミングデバイス「竹」セット福袋 21,980 円＜全店合計 300 セット＞ 

Razer マウス、キーボード、ヘッドセットのゲーミングデバイス 3 点スターターセット福袋 



 
 

7．HyperX ゲーミングデバイス「松」セット福袋 15,000 円＜全店合計 250 セット＞ 

HyperX マウス、マウスパッド、キーボード、ヘッドセットのデバイス 4 点セット福袋 

 

8．HyperX ゲーミングデバイス「竹」セット福袋 11,000 円＜全店合計 150 セット＞ 

HyperX ゲーミングマイク、ヘッドセットのデバイス 2 点セット福袋 

 

 

●新春は無線 LAN セット福袋でネットワーク環境を一気に改善！ 

 

9．TP-Link 無線 LAN セット福袋 5,500 円＜全店合計 150 個＞ 

11ac 対応無線 LAN の強力かつ高速な無線親機と無線中継器＆無線子機の 3 点セット福袋 

 

 

「初売り限定 初夢福袋」の詳しい情報はこちらからご覧いただけます。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2022.php 

 

パソコン工房通販サイトでは、WEB 会員ならびにビジネスご優待会員様限定にて「初売り限定 初夢福

袋」を抽選販売いたします。 



下記リンクからご応募ください。 

https://www.pc-koubou.jp/magazine/13283?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20211227_1&utm_content=nonpay 

 

■売切れ御免！！初売り恒例「お年玉パソコン」を販売！ 

 

 

初売り恒例の「お年玉パソコン」を今年も大放出！店頭にて、即日お持ち帰りいただける大人気の

iiyama PC ゲーミングシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」の特別モデルのほか、ビジネス

に最適な薄型ノート PC、コスパ抜群のエントリーモデルからハイパフォーマンスなゲーミングパソコ

ンまで、強力なラインナップを新春特価で販売いたします！ 

 

初売り恒例「お年玉パソコン」は 2022 年 1 月 11 日（火）まで。ぜひお見逃しなく！ 

 

「お年玉パソコン」の詳しい情報はこちらの新春初売りチラシをご確認ください。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale_flyer_hatsuuri2022.php 

 

■「超・新春初売り」で PC パーツ、周辺機器がお買い得！ 

 

2022 年 1 月 11 日（火）までのセール期間中、自作パソコンパーツやパソコン周辺機器を「超・新春

初売り」ならではの大特価にてご用意いたします。 

 

詳しい情報はこちらの新春初売りチラシをご確認ください。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale_flyer_hatsuuri2022.php 

 

 

■超お得なプレゼントやクーポンが続々！「新春初夢キャンペーン」を開催！ 



  

2022 年 1 月 1 日（土・祝）から 1 月 11 日（火）の期間中、豪華なプレゼントや LINE クーポンをご用

意した「新春初夢キャンペーン」を開催いたします！この機会をぜひお見逃しなく！ 

 

●人気ストリーマー、プロゲーマーが組み立てたサイン入り高性能 PC が抽選で合計 2 名様に当た

る！ 

 

 

豪華プレゼント①(intel 構成サイン入りオリジナル PC) 

Gaming Organization「ZETA DIVISION」所属の人気ストリーマーStylishNoob が組み立てを行った、

サイン入り組み立て済みオリジナル PC が抽選で 1 名様に当たる！ 

 

豪華プレゼント②(AMD 構成サイン入りオリジナル PC) 

プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」所属の人気プロゲーマー ダステルボックス選手 BEESUN 選

手が組み立てを行った、サイン入り＆組み立て済みオリジナル PC が抽選で 1 名様に当たる！ 

 

応募方法 

手順 1.パソコン工房 Web 会員 or LINE お友だち登録を行っていただいたお客様が対象となります。 

手順 2.パソコン工房公式 Twitter アカウントが元日よりツイート行う、それぞれのキャンペーンツイ

ートをハッシュタグ「#パソコン工房初売り 2022」を付けて引用リツイートする事で応募となりま

す！応募締切は 1 月 11 日（火）23:59 迄。 

 

パソコン工房公式 Twitter アカウントはこちら 

https://twitter.com/unitcom_info 

 



●LEVEL∞ご購入で「2022 豪華コラボカレンダー」が抽選で 100 名様に当たる！ 

 

「超・新春初売り」期間中、LEVEL∞をご購入いただき、対象のカレンダーキャンペーンツイートを

ハッシュタグ「#パソコン工房初売り 2022」を付けて引用リツイートすると、LEVEL∞とコラボ中の人

気チームが登場する「2022 豪華コラボカレンダー」が抽選で 100 名様に当たります。 

 

「2022 豪華コラボカレンダー」 

 

※カレンダー掲載のコラボチーム(順不同) 

令和ゲーミング、父ノ背中、GameWith、ZETA DIVISION、A2 esports、REIGNITE、NORTHEPTION、

Riddle、BLUE BEES、esports team αD、Team UNITE、PP エンタープライズ 

 

応募方法 

手順 1.2022 年 1 月 1 日（土・祝）から 1 月 11 日（火）の期間中に新品の LEVEL∞をご購入いただい

たお客様が対象となります。 

手順 2.LEVEL∞コラボプロゲーマー様、ストリーマー様が 1 月 1 日(土・祝)～1 月 3 日(月）頃にハッ

シュタグ「#パソコン工房初売り 2022」を付けてツイート！同じハッシュタグを付けて引用リツイー

トする事で応募となります。応募締切は 1 月 11 日（火）23:59 迄。 

 

●パソコン工房店舗で使える、期間限定のお得な LINE クーポンを配布！ 

 

2022 年 1 月 1 日(土・祝)から 1 月 11 日（火）までの期間中、パソコン工房各店 LINE 会員様を対象に

全国のパソコン工房店舗で利用できる大変お得な LINE クーポンを配布いたします。 

(LINE クーポン例：液晶モニター500 円引き、SSD/HDD 300 円引きなど) 

 



表示・利用期間：2022 年 1月 1 日(土・祝)～1 月 11 日(火) 

ご利用条件：LINE クーポン対象商品をご購入のお客様 

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。 

 

LINE 友だち登録いただくと期間中クーポンを受け取る事が出来ますので、ぜひこの機会にお近くのパ 

ソコン工房店舗の友だち登録をお願いいたします。 

 

※LINE クーポンのご利用はどちらもお一人様 1 回限りとなります。 

※LINE クーポン全て、その他の LINE クーポンとの併用はできません。 

 

●パソコン工房店舗にて「アンケートに答えてクーポンゲットキャンペーン！」を開催！ 

 
 

2022 年 1 月 1 日(土・祝)※から 1 月 11 日（火）までの期間中にパソコン工房店舗にてお買い上げいた

だいたレシートにて、末尾に記載のエントリーコードを LINE 画面に入力し簡単なアンケートにお答え

いただくと、2022 年 1 月 12 日(水)から 1 月 23 日(日)の期間中に使える「500 円分の値引きクーポン」

がゲットできる「アンケートに答えてクーポンゲットキャンペーン」を開催いたします。お得な LINE 

クーポンを手に入れるチャンスですので是非、ご参加ください。 

 

※一部店舗は 2022 年 1 月 2 日（日）より開始いたします。 

 

「新春初夢キャンペーン」開催期間：2022 年 1 月 1 日(土・祝)※～1 月 11 日（火） 

 

「新春初夢キャンペーン」の詳しい情報はこちらをご確認ください。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2022.php#cp 

 

■最長 60 回まで分割支払い手数料が無料になる『ショッピングローン 0％金利キャンペーン』を開

催！ 

 



パソコン工房にてジャックスショッピングローンをご利用の場合に分割支払い金利手数料がなんと最

長 60 回まで無料になる『ショッピングローン 0％金利キャンペーン』を 2021 年 12 月 28 日(火)より期

間限定で開催いたします。欲しかった商品を自分のペースでお得に買えるチャンスですので、ぜひご

利用ください。 

 

開催期間：2021 年 12 月 28日(火)～2022 年 1 月 7 日(金) 

キャンペーン対象：期間中パソコン工房店舗、WEB 通販にてジャックスローンをお申し込みのお客様。 

 

※WEB通販では 2021年 12月 28日(火)14時 00分～2022年 1月 7日(金)23時 59分の開催となります。 

 

『ショッピングローン 0％金利キャンペーン』詳細は下記ページをご覧ください 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/interest0_info_60.php 

 

■パソコン工房全店で「最大 20％還元 超還元祭 第 3 弾」を実施中！ 

 

パソコン工房全店にて、お客様へ感謝を込めてパソコン・パソコンパーツ・周辺機器・中古パソコ 

ン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 超還元祭 第 3

弾」を実施中です！本キャンペーンでは、対象商品をご購入の際、弊社各種保証またはパソコン延長保

証付の月額会員サービスに同時ご加入いただく事で、さらに還元額を増加いたします！ 

 

※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房 Web 通販サイト 

では「パソコン工房ポイント」での還元となります。 

 

開催期間は 2022 年 1 月 11日（火）まで。 

詳しくはキャンペーンページをご確認ください。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/point_back_campaign.php 

※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。 

 

■2022 年「超・新春初売り」の実施店舗のご案内 

 

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。 

(アウトレット店舗は「超・新春初売り」実施対象外となります。) 

https://www.pc-koubou.co.jp/shop/contents/map/shopmap.php 

 

また一部店舗におきましては 2022 年 1 月 2 日（日）から初売りセールの店舗がございます。詳しくは

パソコン工房 年末年始営業時間のご案内ページをご覧下さい。 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/calendar2022.php 

 



 

 

【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   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 
 

 

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 営業企画部 プロモーション G 

Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9002 

E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp 

 

 


