
  2019年 10月 3日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

「パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店」が 

大須の新名所 MultinaBox(マルチナボックス)へ リプレイスオープン！ 

10 月 12日（土）からオープン記念セールを開催！ 

～ 併設の mineo(マイネオ)ショップ名古屋、iPhone 修理工房 名古屋大須店も同時移転オープン！～ 
 

 

 

※画像はイメージです。 

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、名古屋市大須にありま

す「パソコン工房 グッドウィル EDM館」を移転し「パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店」とし

て 10 月 12日（土）にリプレイスオープンいたします。 

また、併設しております「mineo(マイネオ)ショップ名古屋」、「iPhone 修理工房 名古屋大須店」も同

時に移転オープンいたします。 

 

名古屋大須の新名所、MultinaBox(マルチナボックス)にグッドウィル名古屋大須店がリプレイスオー

プン！店内では、オリジナルパソコン(iiyama PC)の人気ゲーミング PC LEVEL∞レベル インフィニテ

ィ）を中心とした即日納品が可能なモデルの他、WEBで人気のクリエイターモデルなどの各種 BTOパソ

コンも数多く取り扱いいたします。豊富な専門知識を備えたスタッフがお客様のご相談に応じます。 

 



パソコン専門店ならではのパソコン、パソコンパーツ、周辺機器、サプライ用品の豊富な品揃えはも

ちろん、中古パソコン、中古パソコンパーツ、スマホの販売、買い取り、下取りも行っていきます。 

また、新店舗では旧グッドウィル本店を引き継ぎ、パソコンライフを快適にするサービス、修理サポ

ート、データ復旧コーナーの他、スマホ修理など、真の地域一番店を目指して地域の皆様に更に便利

にご利用いただける店舗として運営してまいります。 

 

●10 月 12 日（土）開始！ リプレイス オープン記念セール 

10月 12日（土）のリプレイスオープンに伴い、オープン記念セールを開催いたします。 

オープニング記念セールでは人気のゲーミング PC LEVEL∞をはじめとした iiyama PCの他、パソコン

パーツ、周辺機器、ゲーミングデバイスなど多くのセール記念特価商材をご用意いたします。 

 

実施日時 ： 2019 年 10 月 12 日(土) ～ 10月 18日（金） 

 

□パソコン工房 グッドウィル名古屋大須店 リプレイス オープン記念セール 

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

※セールアイテムの情報公開は、10月 11 日（金）18時頃を予定しております。 

 

各日スタートの特価アイテムや、セール期間中のお買い得品 お得なキャンペーンをご用意して皆様の

ご来店をお待ちしております。 

 

●パソコン工房 グッドウィル全店 及び、秋葉原 BUYMORE 店、大阪日本橋店でも協賛セール同時開催！ 

グッドウィル名古屋大須店のリプレイス オープンを記念し、グッドウィル全店 及び、秋葉原 BUYMORE

店、パソコン工房大阪日本橋店にて協賛セールを開催いたします。 

※協賛セールは、「グッドウィル名古屋大須店 リプレイス オープン記念セール」と商品内容が異なり

ます。 

 

□協賛セール開催店舗  

・パソコン工房 秋葉原 BUY MORE 店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/buymore_akihabara.php 

・パソコン工房 大阪日本橋店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/osaka.php 

・パソコン工房 グッドウィル 刈谷店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/kariya.php 

・パソコン工房 グッドウィル 豊田店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/toyota.php 

・パソコン工房 グッドウィル 岡崎店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/okazaki.php 

・パソコン工房 グッドウィル 豊橋店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/toyohashi.php 

・パソコン工房 グッドウィル 岐阜正木店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/gifu.php 

・パソコン工房 グッドウィル 岐阜茜部店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akanabe.php 

・パソコン工房 グッドウィル 四日市店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/yokkaichi.php 



・パソコン工房 グッドウィル 津店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/tsu_g.php 

・パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/naha.php 

・パソコン工房 グッドウィル 北谷店 

  https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/chatan.php 

 

パソコン工房では、あなたの街の ITステーションとして、パソコン・スマホに関するお客様のご要望・

トラブルに対して最適なサービスをご提供し、地域にとってなくてはならない存在を目指してまいり

ます。 
 

 

【店舗情報①】 

店舗名  ： パソコン工房 グッドウィル名古屋大須店 

郵便番号 ： 〒460-0011  

住所   ： 愛知県名古屋市中区大須三丁目 10番 35 号 MultinaBox 1F 

電話番号 ： 052-249-9888 / FAX： 052-251-5353 

e-mail    :   nagoyaoosu＠goodwill.jp 

駐車場    ： なし 

営業時間 ： 11:00～20:00 

定休日  ： 年中無休 ※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。 

店舗情報ページ 

https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/nagoyaoosu.php 

 

※旧店舗での営業は 2019年 9月 30日(月)をもちまして終了いたしました。 

10月 1日(火)～10 月 10日(木)の 10日間は、移転作業のため営業をお休みさせていただきます。 

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。 

※10月 11日(金)はプレオープンとなります。 

 

【店舗情報②】 

店舗名  ： mineo ショップ 名古屋 

郵便番号 ： 〒460-0011  

住所   ： 愛知県名古屋市中区大須三丁目 10番 35 号 MultinaBox 1F 

電話番号 ： 050-7102-8788 

営業時間 ： 11:00～20:00 

定休日  ： 年中無休 ※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。 

 

※「mineo ショップ名古屋」では混雑が予想される為、お客様をお待たせすることなく対応させてい

ただく目的で、来店予約システムをご用意しております。 

以下のホームページより是非ご利用ください。 

WEB：https://mineo.jp/shop/list/MIN001207452/ 

 

【店舗情報③】 

店舗名  ： iPhone 修理工房 名古屋大須店 

郵便番号 ： 〒460-0011  



住所   ： 愛知県名古屋市中区大須三丁目 10番 35 号 MultinaBox 1F 

電話番号 ： 052-249-9888 

営業時間 ： 11:00～20:00 

定休日  ： 年中無休 ※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。 

店舗情報ページ 

https://u-phone.net/nagoya-osu/ 

 

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。 

 
 

 

【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 :  http://www.pc-koubou.jp 

グッドウィル   URL :  http://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 プロモーション部 

Tel : 03-4334-9037 / Fax : 03-4334-9012 

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

 

 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
mailto:uni-kikaku@unitcom.co.jp

