Office Home&Business 2019付属！
高速＆快適なRyzen5 4500U搭載！
フルHD・IPS液晶ディスプレイモデル！
！

Office Home&Business 2019付属！
最新OS「Windows11」を搭載した
第11世代Core i5モデル！

HP 15s-eq1132AU
（206L6PA-AAPS）

学校推奨パソコン

第10世代Core i3搭載！
Office付属ですぐに使い始められる！
フルHD・IPSディスプレイ搭載！

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。

Office Home&Business 2019付属！
最新OS「Windows11」を搭載した
第11世代Core i7モデル！

HP 15-eg0522TU セラミックホワイト
（4D8J3PA-AAAJ）

HP 15-eg0526TU セラミックホワイト
（4D8J7PA-AAAP）

タッチパネル
搭載

タッチパネル
搭載

Office Home&Business 2019付属！ DVDマルチドライブ内蔵・有線/無線LAN
1366×768ドットで文字が見やすい！
搭載！重さ1.9kgのスタンダードノート！
Windows10 Pro搭載でビジネス用にも！ WPS Officeが付属します。
LAVIE Direct NS
（PC-GN23DRHJDC4HG2YHA）

ThinkBook 20SM000KJP

X545FA-BQ075T
(スレートグレー)

ヒロデポ｜

より便利に！お支払い方法が増えました！

http://hiro.depolog.com
※ご購入商品代金・サポート
料金より2か月分の利用料金を
割引いたします！

PCご購入時またはPC修理サポート時、同時お申し込みなら実質初月無料！
□ 月々数百円の定額料金でパソコンもスマホも安心！
✓
□ 契約更新の手間が軽減！
✓
□ 最低1ヶ月のご利用・やめたい時にすぐやめられるので安心！
✓
□ パソコン、スマホ、タブレットなど幅広い端末にインストール可能！
✓

新生活応援！選りすぐりのノートパソコンが続々入荷中です！
新大学生・新社会人におすすめのモバイルノート！
軽量957g！バッテリー駆動最大10.5時間！
Word・Excel・PowerPoint付属！
Pavilion Aero Laptop 13-be0034・35AU

セラミックホワイト
（483W7PA-AAAF）/
ピンクベージュ
（483W8PA-AAAG）

新大学生・新社会人におすすめのモバイルノート！
軽量957g！バッテリー駆動最大10.5時間！
こちらはOffice別売モデルです！
Pavilion Aero Laptop 13-be0034AU
セラミックホワイト
（483W7PA-AAAH）

Office Home&Business 2019付属！
フルHDブライトビュー・IPSでキレイな映像！
スマホのようにタッチ操作が可能！

パワーデポ店頭または専用サイトよりお申し込みいただけます！

※無線LANのみ・有線LANはありません。

選べる2色
※Microsoftアカウント作成必須
登録時インターネット環境必須

メモリー&SSDの容量が2倍アップ!!
より快適なパワーアップモデル！
Pavilion Aero Laptop 13-be0036・37AU

セラミックホワイト
（483W9PA-AAAH）/
ピンクベージュ
（483X0PA-AAAG）

※無線LANのみ・有線LANはありません。

Office別売モデルですが…
大学によっては在学中のみ
「Office 365 Education」が
無料で使える場合があります。
こちらはOfficeは不要な方に
おすすめのモデルとなります。

セラミックホワイト
（221R1PA-AAAV）

総合セキュリティソフト

Web広告ブロッカー

WEBもアプリも安全に使うために！

インターネットを快適・安全に使うために！

※Microsoftアカウント作成必須
登録時インターネット環境必須

3台

ご使用の方

ご使用の方

ノートンセキュリティ
スタンダード

ノートンセキュリティ
デラックス

Secure
Anywhere

おひとりで

ご家族で

ご使用の方

ご使用の方

アドガード
200コース

アドガード
500コース

タッチパネル
搭載
※Microsoftアカウント作成必須
登録時インターネット環境必須

商品名

290円/月（税抜）

390円/月（税抜）

500円/月（税抜）

対応OS

iOS/Android/
Win/Mac

iOS/Android/
Win/Mac

iOS/Android/
Win/Mac

インストール
可能台数

1台

2台

3台

オススメ

対象端末1台を
守りたい方

対象端末2台
お持ちの方！

対象端末3台を
お持ちの方！

定番ウイルス対策
ソフトウェアで安心！

パソコンとスマートフォンや
ご家族でのご利用に！

非常に軽いウイルス対策ソフト
スマートフォン、PCの
パフォーマンスを損ないません

価格

メモリー&SSDの容量が2倍アップ!!
より快適なパワーアップモデル！
Pavilion Aero Laptop 13-be0036AU
セラミックホワイト
（483W9PA-AAAF）

Webからのお申し込みは
こちらのQRコードまたは
下記URLより！

Office別売モデルですが…
大学によっては在学中のみ
「Office 365 Education」が
無料で使える場合があります。
こちらはOfficeは不要な方に
おすすめのモデルとなります。

2台

ご使用の方

※無線LANのみ・有線LANはありません。

※無線LANのみ・有線LANはありません。

選べる2色

docomo、au、SoftBankの
キャリア決済と、クレジットカード
決済を利用した月額決済が可能です。

HP Pavilion 15-eh0008AU

1台

※無線LANのみ・有線LANはありません。

お支払い方法

上記すべてコミコミ
パソコン本体価格に

https://hiro.depolog.com/mpass.html

商品名

200円/月（税抜）

500円/月（税抜）

対応OS

iOS/Android/
Win/Mac

iOS/Android/
Win/Mac

インストール
可能台数

1台

6台

オススメ

対象端末1台を
守りたい方

対象端末6台
ご家族全員で

PCまたはスマホ、
1台でのご利用に！

PCもお子様のスマホにも
ご家族でのご利用に！

価格

インターネットが
快適になる！�
わずらわしい広告がなくなることで、
あらゆるサイトがスッキリ。
ページが見やすくなることで利便性
アップ。ポップアップ広告や、別タブで
開く広告、または動画広告までもが
AdGuardによって非表示にすることが
可能です。またマルチデバイス対応のため、
お子様やご家族様が所持している
スマートフォンやタブレットにもご利用
頂けます 。�

インターネット詐欺・
不適切なサイト対策！
昨今のインターネット詐欺の入り口として
の広告が増加しており、一般のWebサイト
やSNS上に表示される広告の中には、
偽物や粗悪品を扱う詐欺サイトや、
正規サイトに見せかけた偽のショッピン
グサイトの入り口になっているものも
あります。またマルウェアウイルスを配布
するようなサイトへ促す広告、ウイルスを
含むアプリケーションのインストールを
促す広告など、まとめてブロックすること
が可能です。

お申し込みはこちらの
QRコードより！
スマートフォンからお申し込みください。
インストール方法・設定方法など、
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。

※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。※表示価格はすべて税込です。※掲載品のイメージ写真と実際の商品は異なる場合がございます。※在庫品は1月17日現在のものとなっております。

大人気！ゲーミングPC・クリエーター PC各種取り扱い中!
Core i5とGTX1660Ti搭載!!
ゲーミングPC・eスポーツ入門モデル！
ings i5 Gaming 2022
GTX1660Ti

クリエイティブ作業にオススメ！
写真・動画編集、デジタルイラスト、
DTMなどの用途に！

Core i7とRTX3060Ti搭載!!
コンパクトながらパワフル仕様！
10台限定です！

※モニター・入力機器・Office別売

ENVY Desktop
TE01-1115jp
(33N40AA-AAAO)

GeForce GTX1660Ti搭載！
デジタルイラスト・3Dモデリング・動画作成
などにおすすめのクリエーターPC！
HP ENVY 15-ep0001TX
（16G25PA-AAAG）

タッチパネル
搭載

Core i7-12700

12(4+8)コア２０スレッド

Core i5-12400

6コア12スレッド

Core i5-12400F

BLACKSHARK V2 X
GREEN EDITION

240Hz

■ 31.5インチワイド QHD（2560×1440） ■ 24.5型 フルHD(1920×1080）
■ HDMI2.0×1/DisplayPort1.4×1
■ HDMI2.0×3 / DisplayPort1.2×1
ヘッドフォン出力ポート×1
ヘッドホン端子
■ スピーカー非搭載
■ スピーカー非搭載

■ 7.1サラウンドサウンドの正確な
ポジショナルオーディオ

独自のSuperhuman Hearing技術・ 5ゾーンのダイナミックなRGB
EQモード・ゲームオーディオプリセット
バックライトでデスクトップを
機能を持つ有線ゲームコントローラー！ ライトアップ！ゲーミングキーボード！

ゲーミングマウス・キーボード・
マウスパッドの3点セット！
PCゲーム入門向けバンドル！

Recon Controller
TBS-0700-01

■ スーパーメッシュUSB-C着脱可能ケーブル
■ 3ゾーンRGBイルミネーション
■ TrueMove Coreゲーミングセンサー
■ 耐水性とほこりなどからの保護を
実現するAquaBarrier™

■ ゲーム音声とチャット音声を独立して操作
できる専用オーディオコントロール機能
■ すべりにくく触り心地のよい
冷却グリップを採用
■ マッピング可能な2つの追加ボタン

LEVEL UP BUNDLE

■ キーボード：Cynosa Lite JP(日本語配列)
■ マウス：Viper Mini
■ マウスパッド：Gigantus v2（Mサイズ）

■ 防滴（IP42 保護）
■ 6つの専用マクロキーで
ゲームプレイをパワーアップ

※Office別売

ノートPCからゲーミングPCまで!!
144Hz

※Office別売

第4世代Core i5＋GTX1050Ti搭載！
中古ゲーミングパソコン！

Core i5とSSDで快適!!
GeForceGTX1650搭載の
中古ゲーミングデスクトップ!

第9世代Core i7と高速NVMe SSD搭載!
GeForceGTX1660Tiの
中古ゲーミングデスクトップ!

MAGNATE IM
ゲーミングカスタム

組立
中古ゲーミングPC

GALLERIA XT
ゲーミングカスタム

※モニター・入力機器・Office別売

エントリー向けチップセットH610
搭載！低価格で第12世代環境を
構築できるマザーボード！

Wi-Fi6対応無線LANと
Bluetooth5.2を搭載する
B660マザー！

DDR5対応！PCIe5.0対応PCIe×16
スロットや4つのPCIe4.0×4接続
対応M.2スロット等を搭載！

PRIME H610M-A D4

B660M DS3H AX DDR4

PRIME Z690-A

動作軽快！ThinkPadシリーズ
定番モバイルノート！

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

ThinkPad X240

LGA1700
intel H610
microATX
DDR4メモリ対応

ZOWIE XL2546K

大画面17.3インチワイドディスプレイ採用！
第11世代インテル® Core™ i7と
GeForceRTX3050Ti搭載！
Katana GF76 11U
（KATANA-GF76-11UD-471JP）

144Hz

過酷な状況にも応える軽量eスポーツ
向けヘッドセット！重量わずか240g！
長時間プレイの疲労を軽減！

165Hz

AEROX 3 SNOW
2022 EDITION

2022年！最新パーツや新入荷商品が目白押し!! 続々入荷中です！
第12世代intel Core iシリーズ
「Alder Lake-S」が新登場！

HP X32
QHDゲーミング ディスプレイ

リフレッシュレート240Hz！
DyAc+™技術搭載で最高級の滑らか
さと鮮明な画像を提供！

K55 RGB PRO

※ワイヤレスキーボード&マウス付属
モニター・Office別売

※モニター・入力機器・Office別売

※Office別売

■ 23.8型 フルHD(1920×1080）
■ HDMI2.0×1 / DisplayPort1.2×1
ヘッドホン出力×1
■ スピーカー非搭載

Core i7とGeForce RTX3060Ti、
大容量32GBメモリー標準搭載モデル！
59gの超軽量デザインにより
ゲームにもクリエイティブ作業にもオススメ！ 高速で正確な反応をすることが可能！

OMEN 25L DESKTOP
GT12-0722jp
（33T43AA-AABC）

第10世代インテル® Core™ i7搭載！
ターボブースト時の最大クロック5.0GHzに
到達！GeForceGTX1650搭載！

X24ih Gaming Monitor

144Hz

光るCPU空冷クーラー&光るメモリー搭載!
細部のパーツにもこだわった仕様が魅力！

※モニター・入力機器・Office別売

23.8インチ・リフレッシュレート144Hz・ 豊かな色彩表現に優れたIPSパネル!
IPSパネルモデル！コスパ抜群です！
QHD高解像度ディスプレイがリアルな
最大１
１０ｍｍの高さ調整可能！
色を表現!リフレッシュレート165Hz!

ings i7 Gaming 2022
RTX3070Ti

※モニター・入力機器・Office別売

Pavilion Gaming Desktop
TG01-1172jp
（33T46AA-AACK）

GF63 Thin 10SC
（GF63-10SC-042JP）

ハイエンドゲーミングPC！
ワンランク上の快適ゲーム環境！
GeForce RTX 3070Ti搭載！

ings i9 Editor 2022

※モニター・入力機器・Office別売

ゲーム環境を一変する！ゲーミングモニター&ゲーミングデバイス!!

LGA1700
intel B660
microATX
DDR4メモリ対応

LGA1700
intel Z690
ATX
DDR5メモリ対応

※モニター・入力機器・Office別売

軽い作業ならこれでOK！
「WPS Office2」付属の
お買い得ノートパソコン！
dynabook B45/B

6コア12スレッド

※モニター・入力機器・Office別売

定評のある快適な操作性！
バランスのとれた実用的ノート！

ThinkPad E550

■ LGA1700 ■ 純正CPUクーラー付属

定番CPUクーラーがパワーアップ
して新登場！LGA1700に対応！
新型ファン採用で冷却性能の
向上を実現！
虎徹 MarkⅡ Rev.B
■ 全高154mm
■ 幅広いＣＰＵソケットに対応
■ 新型120mmPWMファン

最新規格「Wi-Fi 6(11ax)」対応
無線LAN子機！

80PLUS GOLD認証取得850W
高耐久電源ユニット！
自動回転数制御140mmファン搭載！

WI-U3-1200AX2

RM850x 2021

■ 簡単接続
「ＡＯＳＳ」
「WPS」
対応
■ 卓上用USB延長ケーブル付属
■ WPA3 Personal対応

■ フルモジュラー式
■ 負荷率40%以下でファンレスモード
■ 安心の長期10年間保証

SK hynix純正のDDR5-4800
バルクメモリーが入荷！

32

HMCG78MEBUA081N
■ 16GB×2枚組

※Office別売

GB

64
GB

HMCG88MEBUA081N
■ 32GB×2枚組

パワーデポならdポイントが たまる！つかえる！

※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。※表示価格はすべて税込です。※掲載品のイメージ写真と実際の商品は異なる場合がございます。※在庫品は1月17日現在のものとなっております。

