
2022 年 10 月 25 日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

パソコン工房 WEB サイト、「父ノ背中」コラボ PC やゲーム PC がお得 

『秋の大感謝祭セール』開催 
 

 

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 WEB サイトにて、「父ノ背中」コラボ PC やゲーム PC がお得な『秋の大感

謝祭セール』を開催中です。BTO パソコン第 1 弾を 2022 年 11 月 1 日（火）13 時 59 分まで、パーツ・

周辺機器・中古は 2022 年 11 月 15 日（火）13 時 59 分までの期間限定となります。 

 

■『秋の大感謝祭セール』開催中 

セール対象 BTO パソコン第 1 弾では、2022 年 11 月 1日（火）13 時 59 分まで、父ノ背中コラボゲーミ

ング PC をはじめとする GeForce RTX® 30 シリーズ搭載ゲーミング PC やクリエイターPC、インテル® C

ore™ i7 搭載ノートパソコンをラインナップしております。セール対象 PC パーツ・周辺機器では、PC

ケース、CPU クーラー、切替器、モバイルバッテリーなどをご用意しております。また、定期的に価格

改定を行っているおすすめコスパパソコンも『秋の大感謝祭セール』対象 BTO パソコンと合わせてご

覧ください。 

 

◇ セール情報 

BTO パソコン第 1 弾 2022 年 10 月 25 日（火）～ 2022 年 11 月 1 日（火）13 時 59 分まで 

パーツ・周辺機器・中古 2022 年 10 月 25 日（火）～ 2022 年 11 月 15 日（火）13 時 59 分まで 

https://www.pc-koubou.jp/pc/sale.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20221025_1&utm_content=nonpay 

 

 



■ 最大 2 万円分還元！ 超還元プログラム 

WEB 会員・ビジネスご優待会員を対象にパソコン・PC パーツ・周辺機器・中古パソコンのご購入に応じ

て最大 2 万円分相当を還元するプログラム「最大 2 万円分還元！超還元プログラム」を実施中です。

各種保証サービスにご加入の上対象商品をご注文いただくと、後日通販サイトでご利用いただける「W

EB ポイント」または店舗で利用いただける「商品券」か、その場でお値引きをする「WEB クーポン」の

いずれかをご利用いただけます。 

 

◇ 最大 2 万円分還元！ 超還元プログラムについて 

https://www.pc-koubou.jp/pc/kangen_program_ec.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20221025_1&utm_content=nonpay 

 

■ 33rd Anniversary キャンペーン 

 

 

 

パソコン工房 WEB 通販サイトでは、パソコン工房 WEB 会員ま

たはビジネスご優待会員にご登録の上、期間中に指定金額以

上の BTOパソコンまたはゲーミング PCをお買い上げいただい

た方に、最大 1 万円分相当の WEB ポイントを還元いたします。 

 

キャンペーン期間 

2022 年 10 月 31 日（月）10:59 まで 

 

対象のお客様 

・WEB 通販でご注文の「パソコン工房 WEB 会員」様 

・WEB 通販 または店舗でご注文の 「ユニットコムビジネスご

優待会員」様 

・店舗でご注文の「パソコン工房 店舗 LINE 会員」様 

 

詳しくはこちら 

https://www.pc-koubou.jp/pc/33rd_anniversary_cp.php 

 

■ セール対象 BTO パソコン 

下記は、セール対象モデルの例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。 

 

【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。 

 

製品名：LEVEL-R769-LC127-TAX-FB [RGB Build] 

期間限定セール価格：279,800 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=922674&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20221025_1&utm_content=nonpay 



Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i7-12700 / インテル® Z690 / DDR4-3200 DIMM (PC4-

25600) 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX® 3070 8GB 

GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 

 

 

製品名：LEVEL-M06M-124-SAX [Windows 11 Home] 

期間限定セール価格：196,700 円 

※モニタは別売りです 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=916794&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20221025_1&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i5-12400 / インテル® B660 / DDR4-3200 DIMM (PC4-

25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / DVD スーパーマルチ / GeForce RTX® 3060 Ti 

8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 700W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 

 

 

製品名：SENSE-F069-LC129K-VAX [Windows 11 Home] 

期間限定セール価格：384,800 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=924293&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20221025_1&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i9-12900K / インテル® Z690 DDR4-3200 DIMM (PC4-

25600) 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX® 3080 10GB 

GDDR6X / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD 認証 ATX 電源 

 



 

製品名：STYLE-17FH122-i7-UXSX [Windows 11 Home] 

期間限定セール価格：164,800 円 

https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=908484&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20221025_1&utm_content=nonpay 

Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ i7-1260P / CPU 統合チップセット / DDR4-3200 

S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル

® Iris® Xe グラフィックス / 17.3 型(非光沢カラー液晶) / フル HD(1920×1080 ドット) 

 

 

パソコン工房は、24 時間 365 日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで

万全のアフターフォローとなっております。 

 

パソコン工房ホームページ 

https://www.pc-koubou.jp/ 

 

※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。 

※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。 

※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。 

 

 

【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   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、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 

 

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 Web マーケティング営業 G 

Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 



E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp 


