
パワーデポ弘前店まで！！パワーデポ弘前店まで！！
ご相談はお気軽に

パソコン入れ替えの

※掲載商品について、納入状況によりご注文扱いとなる場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。スペック等には十分注意を払っておりますが万一記載ミスがあった場合はご容赦ください。※在庫品は6月27日現在のものとなっております。

Word・Excelが必要な方に！
PCとの同時購入なら
プレインストール版がお得！

Word・Excelが必要な方に！
PCとの同時購入なら
プレインストール版がお得！
※単品販売不可（本体価格に追加）

Word・Excel・Outlook

Word・Excel・PowerPoint・Outlook

▶2020年1月14日、Windows7サポート終了！早めに備えましょう！

きっと見つかる
ピッタリのパソコン！

フルHDディスプレイ！
高速＆快適なSSD 256GBを搭載！！
OfficeH&B 2019付属！！

フルHDディスプレイ！
高速＆快適なSSD 256GBを搭載！！
OfficeH&B 2019付属！！

Aspire 3
（A315-53-A24U/KF）

※Office別売

高速SSD+大容量HDDのデュアル
ストレージ！フルHD・IPSパネル搭載！
バランスの取れた仕様が魅力！

高速SSD+大容量HDDのデュアル
ストレージ！フルHD・IPSパネル搭載！
バランスの取れた仕様が魅力！

HP Pavilion 15-cs0019TU
（4PC86PA-AAKX）

※Office別売

6コア12スレッド第9世代Core i7と
GeForceGTX1650搭載！
6コア12スレッド第9世代Core i7と
GeForceGTX1650搭載！

GF63-9SC-272JP

※Office別売

14型フルHDディスプレイ！
Core i5と8GBメモリーで
コストパフォーマンス抜群！！

14型フルHDディスプレイ！
Core i5と8GBメモリーで
コストパフォーマンス抜群！！

Ideapad 330
（81G2005KJP）

※Office別売

14型フルHDディスプレイ！
Core i7と8GBメモリー搭載！
Office H&B 2016付属！

14型フルHDディスプレイ！
Core i7と8GBメモリー搭載！
Office H&B 2016付属！

Ideapad 330
（81G2005KJP）

dynabook R731/C

※Office別売

持ち運びラクラク13インチ！
SSD搭載で動作もサクサク！
持ち運びラクラク13インチ！
SSD搭載で動作もサクサク！

LIFEBOOK E733/G

※Office別売

DVDマルチドライブ搭載！
バランスの取れたモバイルノート！
DVDマルチドライブ搭載！
バランスの取れたモバイルノート！

ProBook 4540s

テンキーを搭載した
人気のスタンダードノート！
テンキーを搭載した
人気のスタンダードノート！

dynabook B553/JThinkPad L530

性能バランスの取れた
快適動作のノートパソコン！
性能バランスの取れた
快適動作のノートパソコン！

EliteDesk 800 G1 SF
iPad mini 4
(MNY12J/A)

Core i5搭載テンキー付き！
お仕事にもオススメ！
Core i5搭載テンキー付き！
お仕事にもオススメ！

PC-VK18T/G-G

※Office別売

約900gで持ち運びラクラク！
SSD搭載で快適動作！！
約900gで持ち運びラクラク！
SSD搭載で快適動作！！

EliteBook 8570p

フルHD液晶にSSD搭載！
ビジネス用途にもオススメ！！
フルHD液晶にSSD搭載！
ビジネス用途にもオススメ！！

CF-LX3ED8CS

※Office別売

DVDドライドを搭載した
14インチLet’s Note！
DVDドライドを搭載した
14インチLet’s Note！

MacBook Pro
(ME293J/A BTO）

macOS Mojave

2013年モデル！余裕のスペックと
高画質Retinaディスプレイ搭載！
2013年モデル！余裕のスペックと
高画質Retinaディスプレイ搭載！

PC-VK30HDZCG

高速快適！Core i7とSSDを
搭載したフルHD液晶ノート！
高速快適！Core i7とSSDを
搭載したフルHD液晶ノート！

メモリー8GB搭載デスクトップPC！
Windows7からの入れ替えに！
メモリー8GB搭載デスクトップPC！
Windows7からの入れ替えに！

※モニター・入力機器などは別売

2048×1536Retinaディスプレイ！
2016年Wi-Fiモデル！
2048×1536Retinaディスプレイ！
2016年Wi-Fiモデル！

※iOS 12

※モニター・入力機器・Office別売

第9世代Core i3と
GeForceGTX1650搭載！
ゲーミング エントリーモデル！

第9世代Core i3と
GeForceGTX1650搭載！
ゲーミング エントリーモデル！

ings i3 Gaming 2019

※モニター・入力機器・Office別売

第9世代6コアCore i5と
GeForceGTX1660Ti搭載！
ゲーミングモデル！！

第9世代6コアCore i5と
GeForceGTX1660Ti搭載！
ゲーミングモデル！！

ings Middle Gaming

※モニター・入力機器・Office別売

第9世代8コアCore i7と
RTX2060を搭載！！
最新ゲームも快適動作！！

第9世代8コアCore i7と
RTX2060を搭載！！
最新ゲームも快適動作！！

ings i7 Gaming 2019



https://store.shopping.yahoo.co.jp/
powerdepot/

パワーデポヤフー店｜
中古パソコン専門店がオープンしました！

▶ ヤフー店もよろしくお願いいたします！
▶ ブログをチェック！

店舗スタッフが
最新情報や
新商品をご紹介！

https://hiro.depolog.com

パワーデポ弘前店｜

※掲載商品について、納入状況によりご注文扱いとなる場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。スペック等には十分注意を払っておりますが万一記載ミスがあった場合はご容赦ください。※在庫品は6月27日現在のものとなっております。

LINEお友だち
募集中！！

今なら！お友だち追加で
500円分のポイント
プレゼント！

▶ QRコードをスキャン！
　　　　　　　 で検索！
▶ QRコードをスキャン！
　　　　　　　 で検索！@nry2827m@nry2827m

■ Socket AM4対応
■ TDP65Wまで対応
■ SO-DIMM 最大32GBまで
■ M.2×2 / SATA×2
■ 本体サイズ：80×155×155mm
■ 専用CPUクーラー・SATAケーブル付属

超コンパクトパソコンが組める
ベアボーンキット！
AMDファン必見！！

超コンパクトパソコンが組める
ベアボーンキット！
AMDファン必見！！

DeskMini A300

■ 大容量 1TB
■ M.2 2280
■ NVMe/PCIe Gen3 x4
■ シーケンシャルリード：2000MB/s
■ シーケンシャルライト:1700MB/s
■ 5年保証

最新NVMe™PCIe®テクノロジー
高速M.2 SSD 1TBモデル！
最新NVMe™PCIe®テクノロジー
高速M.2 SSD 1TBモデル！

CT1000P1SSD8JP

コストパフォーマンスに優れた
SSDエントリーモデル！
コストパフォーマンスに優れた
SSDエントリーモデル！

BX500シリーズ

CT480BX500SSD1JP

480
GB

■ シーケンシャル読み取り 540MB/s
■ シーケンシャル書き込み 500MB/s
■ SATA 6Gbps・2.5インチ仕様
■ 安心の3年保証

Core i7-9700KF

■ 3.60GHz（ターボブースト4.90GHz）
■ 8コア8スレッド
■ グラフィックボード必須

ゲーミングユーザーにオススメの
グラフィック非搭載モデル！
ゲーミングユーザーにオススメの
グラフィック非搭載モデル！

■ LGA1151対応
■ intel B365チップセット
■ Micro ATX

お手頃価格で入手できる
「ROG STRIX」シリーズの
ゲーミングマザー！

お手頃価格で入手できる
「ROG STRIX」シリーズの
ゲーミングマザー！

ROG STRIX B365-G GAMING

「Twin Forzr 7」で強力冷却の
RTX 2060搭載グラフィックボード！
「Twin Forzr 7」で強力冷却の
RTX 2060搭載グラフィックボード！

Geforce RTX 2060 GAMING Z 6G

■ PCI Express 3.0 x16
■ DisplayPort×3、HDMI 映像出力端子装備
■ LEDカラーのカスタマイズが行える「Mystic Light」

TUF-GTX-1660-O6G-GAMING

■ PCI Express 3.0 x16
■ Displayport 1.4×1・HDMI 2.0b×1・DVI-D×1
■ IP5X対応防塵ファンや防護バックプレートを搭載

耐久性に優れる「TUF」仕様の
GTX 1660搭載グラフィックボード！
耐久性に優れる「TUF」仕様の
GTX 1660搭載グラフィックボード！

■ フロントにRGBファンを2基搭載
■ 大型のクリアサイドパネルを搭載
■ 最大360mmまでの拡張カード搭載スペースを確保
■ 前面に最大240mmの水冷ラジエータの取り付けが可能

フロントにカラフルなRGBファンを
標準搭載！縦置き・横置きに両対応！
MicroATXケース！

フロントにカラフルなRGBファンを
標準搭載！縦置き・横置きに両対応！
MicroATXケース！

MasterBox Q300P
MCB-Q300P-KANN-S02

■ 80PLUS GOLD認定取得
■ 着脱可能なフルモジュラー式ケーブルを採用
■ 長寿命で静音性に優れた135mmファンを搭載
■ ハイブリットスイッチによるセミファンレス機能

フルモジュラーになった人気の
"V"シリーズ650ワット！
セミファンレスモードも搭載！

フルモジュラーになった人気の
"V"シリーズ650ワット！
セミファンレスモードも搭載！

MPY-6501-AFAAGV-JP

■ 24.5型フルHD(1920×1080)
■ 応答速度1ms(GtoG)
■ リフレッシュレート144Hz
■ HDMI×1/DisplayPort×1
■ スピーカーなし(オーディオ出力×1)
■ HDMIケーブル付属

リフレッシュレート144Hz！
G-Sync Compatibleモニター
認定モデル！

リフレッシュレート144Hz！
G-Sync Compatibleモニター
認定モデル！

HP 25x

■ 23.8型フルHD(1920×1080)
■ 応答速度5ms(ｵｰﾊﾞー ﾄ ﾗ゙ｲﾌ )゙
■ リフレッシュレート75Hz
■ HDMI×1/アナログRGB×1
■ スピーカー内蔵 1.5W×2
■ HDMIケーブル付属

見やすく鮮明なIPSパネル採用！
フレーム10mm以下のマイクロエッジ
ディスプレイ！

見やすく鮮明なIPSパネル採用！
フレーム10mm以下のマイクロエッジ
ディスプレイ！

HP 24fw
ホワイト・Audio

■ 27型フルHD(1920×1080)
■ 応答速度5ms(ｵｰﾊﾞー ﾄ ﾗ゙ｲﾌ )゙
■ リフレッシュレート75Hz
■ HDMI×1/アナログRGB×1
■ スピーカー内蔵 1.5W×2
■ HDMIケーブル付属

見やすく鮮明なIPSパネル採用！
24インチクラスのサイズで27インチ
を実現！

見やすく鮮明なIPSパネル採用！
24インチクラスのサイズで27インチ
を実現！

HP 27fw
ホワイト・Audio

■ スピーカー出力： 最大4.4W RMS
■ ドライバー：各サテライト 2インチ
■ 入力系統：ライン入力
■ 入力端子：φ3.5mmステレオライン入力
■ 電源：USBバスパワー

USB電源で動作するアクティブ
スピーカー！
エレガントなボール型デザイン！

USB電源で動作するアクティブ
スピーカー！
エレガントなボール型デザイン！

Creative Pebble
SP-PBL-BK

ご自宅用・お仕事用にも！
コンパクト・デスクトップPC！
ご自宅用・お仕事用にも！
コンパクト・デスクトップPC！

Slimline 290-p0030jp
3JV83AA-AAAJ

※モニター・Office別売
※USBキーボード・マウス付属

Core i5プロセッサ・メモリー8GB、
Optaneメモリー搭載で快適！
Core i5プロセッサ・メモリー8GB、
Optaneメモリー搭載で快適！

ProDesk 400 G5 SF/CT
2ZX70AV-DBFV

※モニター・Office別売
※USBキーボード・マウス付属

■ 出力解像度：800×480相当
■ 対応アスペクト比：16：9 / 4：3
■ 明るさ：1000ルーメン
■ LED寿命：約40000時間
■ 投影距離：1.1m～3.7m
■ インターフェース：HDMI/USB
　/ビデオ(RCA)/PC(VGA)/3.5mmｲﾔﾎﾝ出力
■ 本体サイズ：225mm×150mm×88mm

コンパクトLEDプロジェクター！
最大120インチ相当で投影可能！
コンパクトLEDプロジェクター！
最大120インチ相当で投影可能！

BEAM PLAY(SD-PJHD01)

■ レーザーポインター
■ パワーポインター
■ ワイヤレスでページ操作が可能
■ 抗菌タイプでいつでも清潔

用途に合わせて分割して使用できる
3WAYタイプ！
赤色光レーザーパワーポインター！

用途に合わせて分割して使用できる
3WAYタイプ！
赤色光レーザーパワーポインター！

パワーポインター
LP-RF106BK

■ 収納BOXには、ACアダプタを
 冷やすファンを搭載
■ 風量調節できるファンコントロール付
■ スリムデザインで、家庭用ゲーム機をのせ、
 テレビラックに収納もできる
■ USB接続でACアダプタ不要

ノートパソコンはもちろん、
ゲーム機の冷却用にもオススメです！
ノートパソコンはもちろん、
ゲーム機の冷却用にもオススメです！

大型収納BOX付き
ノートクーラーパッド
TK-CLN17U

■ 画面を増設する「拡張モード」
■ 画面を複製する「ミラーモード」
■ 最大4台同時使用可能
■ DVI変換アダプタ付属

PCのUSBから画面をHDMIに出力！
2K解像度にも対応
「マルチディスプレイアダプタ」！

PCのUSBから画面をHDMIに出力！
2K解像度にも対応
「マルチディスプレイアダプタ」！

SD-U3DH2

■ 5GHz帯と2.4GHz帯ともに4ストリーム（4×4）対応
■ ワイドレンジアンテナで“スマホに最適”
■ IPv6通信対応！
 さらにNEC独自の【IPv6 High Speed】機能搭載

IPv6サービスにもオススメ！
4ストリーム安定通信！
「11ac」Wi-Fiルーター！

IPv6サービスにもオススメ！
4ストリーム安定通信！
「11ac」Wi-Fiルーター！

PA-WG2600HP3

■ HEROセンサー最大12,000DPI
■ 完全プログラム可能な6個のボタン
■ レポートレート1ms

重量99gという、軽量コンパクトな
ワイヤレスゲーミングマウス！
1msのレポートレートを実現！

重量99gという、軽量コンパクトな
ワイヤレスゲーミングマウス！
1msのレポートレートを実現！

G304 LIGHTSPEED
ワイヤレスゲーミングマウス

あなたのパソコンは
もっともっと速くなる。
圧倒的なスピードへ。
パワーデポの
SSD換装サービス

キャンペーン価格

パソコンのデータ保存媒体であるHDDを、
非常に速く・衝撃に強く・静かな”SSD”
に交換するサービスです。

環境ごと移行する作業です。

PC高速化パック

PC高速化 ＋ Windows10化 SSDにWindows10をセットアップ！

不要になったパソコン・パーツ・周辺機器は当店へ！

お気軽にご相談ください。

「ホコリ」はパソコンの発熱につながります。
汚れた状態でのご利用はパーツの寿命を縮める
要因となります。特に室内温度も高くなる、
これからの季節は要注意です！

▶ 徹底クリーニング
エアーによるホコリ除去・表面清掃・
細部クリーニング・分解清掃
通常8,000円相当が

▶ 簡易クリーニング
エアーによるホコリ除去・表面清掃
通常3,000円相当が

選べる!!

2つの
コース！

※お預かりでの作業になります。

年に1度はメンテナンス！
ぜひお持ち込みください！

PCクリーニング半額！！
デスクトップPC限定！

※イングスのお客様はさらに20％OFF！！7/30（火）まで！期間限定です！

弘前店限定!!


