
HP Pavilion 13-an0054TU/55TU
5ZU15PA-ABSB(モダンゴールド）
5YT22PA-ABXI（サクラ）

Word・Excel・PowerPointがすぐ使える！高速SSD・最大10.5時間駆動！
厚さ15.5mm・重さ約1.26kg。フルHD・IPSディスプレイ搭載！

すべてのゲーマーに捧ぐ！
8コアCore i7とRTX2060 Superを搭載！！

ings i7 Gaming 2020

販売数No.1 ゲーミングモデル！
6コアCore i5とGTX1660 Superを搭載！！

ings i5 Gaming 2020

Core i9搭載の静音仕様！！イラスト作成や
動画・写真・音楽編集向けハイスペックモデル！
グラフィックボードの増設がおすすめ！

ings i9 EDITOR 2020

8コアCore i7と高速SSD搭載！
クリエイター向けモデル！
HDDやグラフィックボードの増設可能！

ings i7 STANDARD 2020

6コアCPUと高速SSDで快適に動作する
スタンダードモデル！

ings i5 STANDARD 2020

ご自宅に訪問し
インターネット・メール設定まで行います

最新版マイクロソフト Office 2019 をプレインストールしてお渡しできます。
ワード
 ワープロ
エクセル
 表計算
アウトルック
 メール・スケジュール

ワード
 ワープロ
エクセル
 表計算
パワーポイント
 プレゼン・スライド作成
アウトルック
 メール・スケジュール 左記インターネット設定作業に加え

プリンターなど周辺機器の設定まで行います

※Office別売
　オプションOK！

HP 250 G7
（5KX39AV-AGWA）

フルHDディスプレイ！高速＆
快適なSSD256GBを搭載！

※Office別売
　オプションOK！

VivoBook S13 S330UA
（S330UA-EY100R アイシクルゴールド）

高速SSD・最大11.6時間駆動！
厚さ17.9mm・重さ約1.25kg。

最新第10世代Core i5搭載！
指紋認証も備えた1.7kg軽量ノート！　

最新第10世代Core i7を搭載！
写真や動画の編集作業もラクラク！

※Office別売
　オプションOK！

Pavilion 15s-du1010TU
（8NW45PA-AAAA）

※Office別売
　オプションOK！

Pavilion 15-cs3000 G2
（8ST77PA-AAAB）

コストパフォーマンスに優れる
「準モダンPC」を豊富にラインナップ！

モダンゴールド サクラ

Slim Desktop 290-p109jp
（6DW24AA-AACO）

数量限定！Word・Excel・PowerPoint
付属のお買い得デスクトップパソコン！！

※モニター別売
※USBキーボード・
　マウス付属

Slim Desktop 290-p109jp
（6DW24AA-AACO）

Core i5搭載！Wi-Fiやカードリーダー内蔵！
コンパクト デスクトップパソコン！！

※Office・モニター別売
※USBキーボード・
　マウス付属

Slim Desktop 290-p108jp
（6DW23AA-AAFO）

数量限定！Office Personal 2019付属！
コンパクト・デスクトップPC！

※モニター別売
※USBキーボード・
　マウス付属

快適な編集環境！

快適なゲーム環境！

※モニター・入力機器・Office別売

※モニター・入力機器・Office別売※モニター・入力機器・Office別売

eスポーツ入門！

カスタムも カスタムも

※モニター・入力機器・Office別売

※モニター・入力機器・Office別売

完全自社生産

完全ホワイトボックス

完全自社サポート特徴

1
特徴

2

特徴

3

組立・インストール・設定はす
べて当社で行います。外注せず
に、お客様のご要望に沿った仕
様で1台1台、当社が責任を持っ
て製作いたします。

組込専用パーツではなく、一般販売されている製品を使用する
ことで、より信頼性・拡張性の高いパソコンに仕上げるよう心
掛けています。
採用パーツはすべてメーカー・型番を公表しています。

自社ブランドPCだから購入後のサ
ポートも安心！当社が責任を持って
対応させていただきます。

ワコムから4万円代の液晶ペンタブレット
「Wacom One」が新登場！

Wacom One [13.3型]
DTC133W0D

バンドルソフトウェア
 「Bamboo Paperプロパック」
 「CLIP STUDIO PAINT PRO(6カ月ライセンス)」
 「Adobe Premiere Rush
 (2カ月ライセンス)」

持ち運びに便利なスタイリッシュケース！
マウスやACアダプタも入る！

15.6型ワイドPC対応
 IN-CA15シリーズ

ブラック ネイビー レッド

日本人をターゲットにした詐欺サイトを
ブロック！巧妙なネット詐欺の新たな
手口に対応し続けるネット詐欺専用
セキュリティソフト！
詐欺ウォール
Internet SagiWall
1年版（パッケージ版）
■ ワンクリック詐欺、偽通販サイト、
 フィッシング詐欺、偽警告、ランサムウェア対策に
■ PC/Mac/Android/iOS対応
■ 3台までインストール可能
■ ウイルス対策ソフトとの併用推奨

セキュリティ対策ソフトウェア各種！
更新忘れや手間を軽減！3年版＆月額版！

■ ウイルスバスター クラウド
 3年3台版

■ ウェブルート インターネット
 セキュリティ プラス 3台月額版

■ ノートン™360 デラックス
 3年3台版

MIL-STD準拠 耐衝撃&耐振動！
高速転送外付けSSD！
PS4動作確認済・ロード時間を短縮！

SSD-PGU3-Aシリーズ

■ インターフェース：
 USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
■ USB 3.1(Gen1)ケーブル
 付属（A to microB,50cm）

シェアNo.1ペイントツール！
デジタルイラスト作成するなら！

CLIP STUDIO PAINT PRO

世界最大級のイラストSNS
「ｐｉｘｉｖ」で利用率No.1！
専門学校採用率もNo.1です！

UR12

Core i7-9750H・GeForce®GTX1650
搭載！軽量1.86kg、最大7時間バッテリー！
ゲームはもちろんクリエイターにもおすすめ！ 

GF63-9SC-272JP

リフレッシュレート144Hz！
NVIDIA® GeForce RTX™ 2060搭載
ゲーミングノート！

OMEN by HP 15-dh0010TX
（7LH06PA-AADH）

VIVE史上最高画質！
解像度2,880×1,700ドット！
外部センサー不要の高画質VR HMD！

VIVE Cosmos
99HARL006-00

■ 6個のカメラを使用したインサイドアウト方式を採用
 ベースステーション不要でより簡単にセットアップ可能
■ 操作性に優れる新型コントローラー付属
■ アドオンでMixed Realityにも対応

■ 24bit/192kHzのハイレゾ
 オーディオ環境を実現 
■ フロント: 高品位マイクプリアンプ
 「D-Pre」・ギター/ベース入力用
 フォーン端子(Hi-Z専用)を各1基搭載 
■ リア: 出力部はRCA端子を搭載 
■ ストリーミング配信に便利なループ
 バック機能

USB2.0接続、24bit/192kHzオーディオ
インターフェース！
音楽制作ソフト「Cubase AI」ダウンロード版付属！ 

960
GB

480
GB

バスパワー駆動薄型PCにオススメの
スタイリッシュなポータブルDVDドライブ！

DVRP-UT8Lシリーズ

パールホワイト/ピアノブラック/
ルビーレッド/ミレニアム群青
の4色ラインナップ

ブルーレイで映画鑑賞や動画保存！
ポータブル ブルーレイドライブ！

BRP-UT6Cシリーズ

パールホワイト/ピアノブラック/
ルビーレッド の3色ラインナップ 13.3型ワイドPC対応

 IN-CA13シリーズ

高速起動でストレスが少ない
どこへでも持っていける
創造性、生産性アップ

モダンPCとは、マイクロソフトが提唱する「高速起動
でストレスが少ない」「どこへでも持っていける」「創
造性、生産性アップ」といったことを特徴とするノート
PCを指します。
必要条件としては、2-in-1／ウルトラスリム（18mm
以下）／オールインワンのどれかをデザインに採用し
ていること、パフォーマンス面では、ストレージが
SSD／SSD+HDD／eMMC／Intel Optane+
HDDのどれかであることが挙げられます。
そして音声アシスタント「コルタナ」、指紋などの生体
認証でログインできる「Windows Hello」、ペン入力
ができる「Windows Ink」、Windows10のバージョ
ンの1つである「Sモード」のうち2つ以上を満たすこと、
最新のOfficeを搭載することも条件となっています。

学校推奨パソコンご提案します！
学校配布の仕様書など資料をお持ちください。

Windows7終了対応も応援します！フェア

3/31までの特価！！ 3/31までの特価！！ 3/31までの特価！！

3/31までの特価！！ 3/31までの特価！！



店舗スタッフが
最新情報や
新商品をご紹介！

▶ ブログをチェック！
https://hiro.depolog.com

パワーデポ弘前店｜

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

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！

▶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！

Core i5搭載マイクロタワー型
ゲーミングエントリーモデル！！
Core i5搭載マイクロタワー型
ゲーミングエントリーモデル！！

Endeavor MR7200
カスタム

Core i5+GeForceGTX1650
搭載 中古ゲーミング！！
Core i5+GeForceGTX1650
搭載 中古ゲーミング！！

ProDesk 600 G2
カスタム

Core i5+SSDでテンキー付き！
お仕事にもオススメ！
Core i5+SSDでテンキー付き！
お仕事にもオススメ！

dynabook B554

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！

dynabook R634/K

※Office別売

ワイヤレス接続で25％速度向上を実現！
高速通信・低レイテンシーのクリック、
通常時はBluetooth接続に切り替え可能！

BASILISK X HYPERSPEED
RZ01-03150100-R3A1

高度なカスタマイズが可能！
パフォーマンスを調整・調節・切替！
戦場に自分だけの勝利の証を残せ！！

長年愛される形状はそのままに「本体重量」
「センサー」「ケーブル」等が進化！
人気のDeathAdderシリーズ新モデル！！

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！

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！

dynabook R732/G

※Office別売

PC-VK26MDZCE

※Office別売

機能を省いたシンプル仕様ながら
お買い得なテンキー付き
スタンダードノート！

機能を省いたシンプル仕様ながら
お買い得なテンキー付き
スタンダードノート！

※モニター・入力機器・Officeなどは別売 ※モニター・入力機器・Officeなどは別売

eスポーツ入門！

第4世代Core i5搭載でコンパクト！
SSDも余裕の256GB！
第4世代Core i5搭載でコンパクト！
SSDも余裕の256GB！

Latitude E7240

※Office別売

ProBook 4540s

SSDを搭載した
人気のスタンダードノート！
SSDを搭載した
人気のスタンダードノート！

PC-VK27MDZNG

SSD搭載、メモリー8GB！
快適動作のオールインワンノート!!
SSD搭載、メモリー8GB！
快適動作のオールインワンノート!!

LIFEBOOK A574/MX

第4世代Core i3搭載！
バランスの取れたスタンダードノート！
第4世代Core i3搭載！
バランスの取れたスタンダードノート！

人気のThinkPadシリーズの
SSD搭載モバイルモデル！
人気のThinkPadシリーズの
SSD搭載モバイルモデル！

ThinkPad X240

※Office別売

コストパフォーマンスに優れた
SSDエントリーモデル！

■ 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

960
GB

480
GB

240
GB

売れ筋No.1！

BX500シリーズ

HP 24fw
ホワイト・Audio

■ 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

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！

24インチクラスのサイズで27インチ
を実現！超薄型フルHDディスプレイ・
スピーカー内蔵モデル！！

HP 27fw
ホワイト・Audio

■ 27型 フルHD(1920×1080）解像度
■ 広視野角IPSパネル
■ 応答速度14ms（GtoG）※オーバードライブ時は5ms
■ リフレッシュレート75Hz
■ アナログRGB×1 / HDMI×2
■ スピーカー内蔵 1.5W×2

インテルWi-Fiチップセット搭載！
最新規格11ax（Wi-Fi 6）対応！
2×2デュアルバンドルーター！！

最新Windows10の新パッケージ！
インストール用USBメモリー同梱。

Windows10 Home

Windows10 Pro

ただいま欠品中です
入荷未定

■ Razer HyperSpeed ワイヤレス技術
■ Razer™ 5G 高性能オプティカルセンサー
■ 長時間のバッテリー駆動
■ Razer™ メカニカルマウススイッチ
■ プログラム可能な 6 個のボタン

BASILISK V2
RZ01-03160100-R3M1

■ プログラム可能な 11 個のボタン
■ カスタマイズ可能なスクロールホイール抵抗度
■ Razer オプティカルマウススイッチ
■ Razer Focus+ オプティカルセンサー
■ Razer Speedflex ケーブル

DEATHADDER V2
RZ01-03210100-R3M1

■ 最高クラスのエルゴノミクス
■ Razer オプティカルマウススイッチ
■ Razer Focus+ オプティカルセンサー
■ Razer Speedflex ケーブル
■ 高性能なオンボードメモリ

BASILISK ULTIMATE
RZ01-03170100-R3A1

■ Razer HyperSpeed ワイヤレス技術
■ プログラム可能な11個のボタン
■ カスタマイズ可能な14のRazer Chroma™ 
 RGBライティングゾーン
■ カスタマイズ可能なスクロールホイール抵抗度
■ Razer Focus+ オプティカルセンサー

RAZERの最先端技術を装備！！
スタイルや操作感を思い通りに調整できる
高性能ワイヤレス ゲーミングマウス

スムーズ・静音・高速！！
新たに個別バックライトキーを搭載した
万能型ゲーミングキーボード！！

CYNOSA CHROMA
RZ03-02262300-R3J1

■ ゲーミンググレードのパフォーマンスを発揮するソフトクッション式キー
■ 104個の個別カスタマイズ可能なバックライトキー
■ 耐久性と耐水性に優れた設計
■ 10キーロールオーバーおよびアンチゴースト機能
■ Razer Chroma™ に対応した個別バックライトキーとアンダーグロー

HAMMERHEAD TRUE WIRELESS
RZ12-02970100-R3A1

■ Bluetoothワイヤレスレンジ：最大 10m/30ft
■ バッテリー持続時間：最大16時間 (付属の充電ケース使用)
■ 充電時間：最大1.5時間
■ ドライバー：13mm
■ 耐水性に優れた IPX4 設計

ワイヤレスにより真の自由を！
高性能で、どこでも楽しめるシームレスな
高品質サウンド！限界のないリスニング体験を！

■ フルHD(1920×1080）解像度
■ 応答速度0.6ms（GtoG） 75Hz
■ Night Clear Vision・エンハンストカラー
 超解像技術・輝度自動調整・
 フリッカーレス・ブルーリダクション
■ HDMI×2 / アナログRGB×1 / DisplayPort×1
■ スピーカー内蔵 2W×2

75Hz対応＆PS4®に最適！
GigaCrystaシリーズ24.5型
ゲーミングモニター！

KH252V-ZS

PS4用にも

Archer AX50

■ 5GHz: 2402Mbps
■ 2.4GHz: 574Mbps
■ Wi-Fi 6対応 高コストパフォーマンスモデル

11ax（Wi-Fi 6）+Bluetooth 5.0
を増設可能なPCIe拡張ボード！！

Archer TX3000E

■ 比類なきWi-Fi 6スピード
 ギガビットの壁を軽々飛び越えた
 2402Mbps超高速Wi-Fiスピード
■ 最大75%の遅延削減が可能
 ゲーマー必見！

TUF GAMING VG259Q

最大144Hzの高速リフレッシュレート
で応答速度1ms！！
IPSパネル採用のゲーマー向け
24.5型ゲーミングモニター！

■ 24.5型 フルHD(1920×1080）解像度
■ AMD FreeSync™対応・
 G-Sync Compatibleモニター認定
■ 応答速度1ms
■ リフレッシュレート144Hz
■ HDMI×2 / DisplayPort×1
■ スピーカー 2W×2


