
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10月3日現在のものとなっております。

24回払い
月々の支払額

¥7,900
(初回¥9,936)

(総額¥191,636/手数料12.86%)

パワーデポのBTOパソコン『ings(イングス)』ゲーミングモデル！

この秋、PCでゲームを始めよう。eスポーツ入門にもおすすめ！
すぐにお持ち帰りいただけるメーカー製ゲーミングパソコン多数展示中！

GeForce RTX����搭載ゲーミング
デスクトップ！Wi-Fi&Bluetooth内蔵

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

24回払い
月々の支払額

¥10,500
(初回¥12,209)

(総額¥253,709/手数料12.86%)

※モニター・マウス・キーボード・
　光学ドライブ・Office別売となります。

※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売 ※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売 ※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売 ※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売 ※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

24回払い
月々の支払額

¥7,000
(初回¥8,064)

(総額¥169,064/手数料12.86%)

◆Ryzen5 5600G
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 512GB NVMe
◆GeForce RTX 3050
◆Windows11 Home

Victus by HP 15L Gaming Desktop
TG02-0050jp

高性能・冷却性・コンパクトを実現！
スリム筐体のゲーミングPC！

24回払い
月々の支払額

¥7,900
(初回¥8,129)

(総額¥189,829/手数料12.86%)

◆Core i5-12400F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3050
◆Windows11 Home

TRIDENT-A-12TH-400JP

24回払い
月々の支払額

¥9,700
(初回¥11,648)

(総額¥234,748/手数料12.86%)

OMEN by HP 25L Desktop
GT15-0760jp(644L3PA-AABV)

◆Core i7-12700F
◆メモリー16GB RGB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060
◆Windows11 Pro

光るCPUクーラーと光るメモリーを
搭載！ライトアップが楽しめる！

◆Core i7-12700F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060Ti
◆Windows11 Pro

GeForce RTX����Ti搭載！人気の
ゲーミングパソコンです！

24回払い
月々の支払額

¥10,100
(初回¥10,123)

(総額¥242,423/手数料12.86%)

OMEN by HP 25L Desktop
GT15-0765jp(644L4PA-AACZ)

◆Core i7-12700K
◆メモリー16GB RGB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3070
◆Windows11 Pro

OMEN by HP 40L Desktop
GT21-0770jp(58Y93PA-AAAB)

グラフィックにGeForce RTX����、
水冷CPUクーラー搭載モデル！

24回払い
月々の支払額

¥12,200
(初回¥12,610)

(総額¥293,210/手数料12.86%)

◆Core i7-11800H
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 512GB NVMe
◆GeForce RTX 3050
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

GF63-11UC-062JP

24回払い
月々の支払額

¥7,200
(初回¥9,107)

(総額¥174,707/手数料12.86%)

PCゲームからクリエイティブ作業、マ
ルチタスクまで幅広い用途で高い処
理性能を発揮！

24回払い
月々の支払額

¥6,500
(初回¥8,278)

(総額¥157,778/手数料12.86%)

◆Core i3-12100F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 500GB NVMe
◆RADEON RX6500XT
◆Windows11 Home

コストを抑えつつも
ゲーミング性能を確保！
人気のエントリーモデル！

ings 12Genｰi3 Gaming

◆Core i5-12400F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 500GB NVMe
◆GeForce RTX 3050
◆Windows11 Home

レイトレーシング・DLSSに対
応するGeForce RTX����搭
載！スタンダードモデル！

ings 12Genｰi5 Gaming

◆Core i7-12700F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060
◆Windows11 Home

ings 12Genｰi7 Gaming

ワンランク上のゲーム体験を
実現する高性能パフォーマン
スモデル！

24回払い
月々の支払額

¥12,400
(初回¥13,653)

(総額¥298,853/手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥14,500
(初回¥16,140)

(総額¥349,640/手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥13,800
(初回¥15,311)

(総額¥332,771/手数料12.86%)

幅広いゲームを高水準でプレ
イ可能！ライトアップも楽しめ
る上位モデル！

高リフレッシュレートや高解
像度でのプレイに！GeForce 
RTX����Ti搭載！

高速・高画質を追求するすべて
のゲームユーザーに！
プロフェッショナルモデル！

◆Core i7-12700F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060Ti
◆Windows11 Home

◆Core i7-12700F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3070Ti
◆Windows11 Home

◆Core i7-12700KF
◆メモリー32GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3080
◆Windows11 Home

ings Pro Gaming
RTX3060Ti

ings Pro Gaming
RTX3070Ti

ings Pro Gaming
RTX3080

優れた音質・クリアなマイク
音声、優れた遮音性を備え
たeスポーツヘッドセット！

〉より便利に！キャッシュレス決済対応！

カスタマイズ
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カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

�D描画性能が高いグラフィックカード
を搭載しています。
普通のパソコンはCPUに内蔵の画像処
理用プロセッサで画像処理を行い、グラ
フィックカードを搭載していない場合が
ほとんどです。

処理能力の高いCPUを搭載しています。
普通のパソコンはインターネットや事務
作業向けの製品が多く、高性能なCPUを
搭載する機種は一部の上位モデルのみ
となります。

最新ゲームはメモリー容量を必要とする
タイトルが多いため、ゲーミングパソコン
は��GB以上の製品が多くなります。普
通のパソコンは�GB搭載の機種がほと
んどです。

普通のパソコンに比べ、高性能な分、発
熱するため冷却性能が高いケースを採用
しています。また近年は見た目もカッコ
良く、LEDライトで光る製品が多くなって
います。

普通のパソコンに比べ、容量の大きな電
源を搭載し、長時間の負荷を想定した冷
却性、変換効率に優れた電源ユニットが
採用されています。

普通のパソコンとの違いは？
ゲーミングパソコンとは？

CPU��.

メモリー��.

PCケース��.

電源ユニット��.

グラフィックカード��.

新品ノートPC&中古ノートPC
特別価格で出張販売!!

10/18 火 10/25 火

イオンタウン弘前樋の口
（ドコモショップ弘前樋の口店前）

BlackShark V2 X USB

◆RAZER TRIFORCE 50MMドライバー
◆USB接続(有線)
◆240gの軽量で快適仕様
◆HYPERCLEARカーディオイドマイク

◆2.4Ghz接続またはBluetooth接続
◆重量250gエルゴノミックデザイン
◆RAZER TRIFORCE 40MMドライバー

Barracuda X(Bluetooth対応版)

PC、ゲーム機、スマホなどマ
ルチに使用できる軽量ワイヤ
レスゲーミングヘッドセット！

Seiren BT

◆どの角度でも明瞭で自然な音声
◆全方向性マイク
◆パワフルなノイズ抑制とオーディオ

モニタリング

雑談配信や、Vlog制作に最
適なコンパクトなクリップ
オンBluetoothマイク！

Ornata V3

◆クリック感のあるキーストローク・
ソフトタッチのメカ・メンブレンス
イッチ搭載
◆耐久性の高いUVコートキャップ

RazerChromaRGB対応の
薄型で耐久性に優れたエル
ゴノミックキーボード!

DeathAdder V3 PRO

◆無線・有線(充電しながら)対応
◆RAZER FOCUS PRO 30Kオプティカ

ルセンサー
◆第三世代RAZERオプティカルマウス

定番シリーズの��g超軽量
ワイヤレスゲーミングマウ
ス！握りやすさが更に改善！

Basilisk V3 PRO

◆RAZER HYPERSCROLLチルトホイール
◆完 全アンダーグロー式 1 3ゾーンの

CHROMAライティングゾーン
◆RAZER HYPERSPEEDワイヤレス

RAZER史上最も高度なゲー
ミングマウス！右利き用のエ
ルゴノミックデザイン採用！

Force GC 30 V2 White

◆最大8時間動作可能なバッテリー
◆高感度で高耐久なスイッチ
◆交換用十字キーパッド付属
◆2mUSBケーブル＆30cmUSBケーブ

ル付属

PC /A ndroid対応の無 線
ゲーミングコントローラー！
デュアル振動モーター内蔵！

K55 RGB PRO

◆ゲームプレイ中のアクシデントによ
る液体こぼれ、ホコリが溜まりから
保護できるIP42保護
◆6つの専用マクロキー

�種類のオンボードライティ
ング搭載のゲーミングキー
ボード！

ゲーミングデバイス続々入荷中！県内最大級のラインナップ！

『eスポーツ体験会』に
パワーデポも協力しています。

9:00～15:00
時間：10:00～14:00『���� 津軽の食と産業まつり』ゲーミングPC展示！

10/15 土 10/16 日

はるか夢球場
2F 会議室

9:00～16:00 パソコンに関するご相談もお気軽にどうぞ！

PowerDepot
公式ホームページ

人気ゲーミング製品も充実！

「フォートナイト」・「Apex Legends」･「VALORANT」などの人気ゲームがプレイ可能！



タッチパネル
搭載

Windows��搭載！コストパフォーマンス抜群！

お買い得ノートパソコン！

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10月3日現在のものとなっております。

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥9,900
(初回¥10,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

◆15.6インチワイド
◆Ryzen3 5300U◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6◆Bluetooth
◆Windows11 Home

15s-eq2060AU
(468W1PA-AAUY)

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
バッテリー駆動�.�時間ベーシックノート！

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥9,900
(初回¥10,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

◆15.6インチワイド
◆Core i3-1125G4◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6◆Bluetooth
◆Windows11 Home

Pavilion 15-eg0520TU
(4D8W2PA-AAAF)

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
ブライトビューIPSタッチパネルがキレイ！

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥8,900
(初回¥9,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥9,900
(初回¥10,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

◆14インチワイド
◆Ryzen3 5300U◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6◆Bluetooth
◆Windows11 Home

14s-fq1033AU
(3Y6C2PA-AAKL)

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
ちょうどいいサイズ感の��インチノート！

◆15.6インチワイド
◆Core i7-10510U◆メモリー8GB
◆SSD512GB◆DVDライター
◆Wi-Fi◆Bluetooth
◆Windows11 Home

Microsoft Office互換
プレインストール

X545FA-BQ075T

Core i�搭載・DVDマルチドライブ内蔵で
重さ�.�kgのスタンダードノート！

◆15.6インチワイド
◆Core i5-1135G7
◆メモリー8GB◆SSD512GB
◆Wi-Fi6◆Bluetooth
◆Windows11 Home

Pavilion 15-eg0522TU
(4D8J3PA-AAFM)

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
最大�時間バッテリー・軽量�.��kg！

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥11,800
(初回¥12,600)

(お申込特典で分割手数料サービス)

タッチパネル
搭載

おまかせサポート新登場。
パワーデポから新サービス

大好評！新規ご入会受付中！

豊富なメニューの当店サポー
ト料金がいつでも半額になり
ます。ずっとお客様が安心して
パソコンを使えるように技術
スタッフがサポートいたしま
す。

1年継続ごとにお客様のパソ
コンをメンテナンスいたしま
す。ハードウェア･システム･ウ
イルス･アップデートチェック
を行います。

当店指定サポート、
PC初期設定･買い替え時デー
タ移行･簡易診断･ソフトウェア
インストール･プリンター設定･
メール設定などが0円になりま
す。

出張基本料無料券(年3回)、使
い方レクチャー券(年24回)
その他、1年継続ごとにパワー
デポ商品券6,000円分(500円
×12枚)を進呈します。

PC･スマホ･タブレットに対応･
3デバイスまで利用可能な

『ウェブルート インターネッ
ト・セキュリティプラス』が付
属します。

いつでもサポート半額 当店指定サポートが�円

セキュリティソフトが付属 無償定期メンテナンス 料金等のご案内

会員限定特典クーポン

『おまかせサポート』とは？
月々1,650円(税込)で当店サポート料金がいつで
も半額になるサービスです。また、簡易診断・パ
ソコン初期設定など当社指定の一部のサポート
はいつでも0円。さらにセキュリティソフト「ウェ
ブルート インターネット・セキュリティプラス」、
年3回までの出張基本料無料券、年24回使用可
能な15分使い方レクチャー券など豊富な特典
が付帯します。

入会金 5,500円(税込)
月額費用 1,650円(税込)
お支払い方法 クレジットカード
最低利用期間 12ヶ月

使えば使うほどおトク

パソコンご購入時なら！

近くにパソコンのことを相談できる人がいない・・・
マニュアルを見てもわからない・・・
など、パソコンのちょっとした使い方でお困りのお客様に
は会員限定クーポン「使い方レクチャー券（15分無料）」
にて使い方までサポートさせていただきます！

使い方も教えてほしい！

おすすめ例 ➡

自作PC派のお客様も！おすすめ例 ➡

おすすめ例 ➡

パソコン初期設定 ・・・・・・・・・・・・・・通常 6,600円(税込)
買い替え時データ移行・・・・・・・・・通常 11,000円(税込)
ソフトウェアインストール・・・・・・・・・通常 3,300円(税込)
プリンター設定・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 3,300円(税込)
メール設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 3,300円(税込)
出張基本料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 9,900円(税込)
セキュリティソフト・・・・・・・・・・・・通常 月額550円(税込)

自作PCの組立・OSインストール・・通常 19,800円(税込)
PC組立のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 11,000円(税込)
PCケース交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・通常 11,000円(税込)
グラフィックボード交換・・・・・・・・・・通常 5,500円(税込)
パソコン全体検証 ・・・・・・・・・・・・・通常 13,200円(税込)
再セットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・通常 11,000円(税込)
BIOSアップデート・・・・・・・・・・・・・・通常 4,400円(税込)

おまかせサポートへのご加入で  すべて�円に！

おまかせサポートへのご加入ですべて半額に！

おまかせサポートへのご加入で
「使い方レクチャー券（��分無料）」を��回分進呈！

パワーデポ厳選！お買い得中古パソコン！
掲載商品以外にも中古パソコンを多数展示中です！

�ヶ月まで保証期間を拡大
できる延長保証もあります！

中古��日保証付中古��日保証付

SSDで動作軽快！Office付属モバイル
ノート！Office不要なら��,���円！

中古��日保証付中古��日保証付

◆Core i3-6100
◆メモリー8GB
◆SSD240GB
◆GeForce GTX1050Ti
◆DVDマルチ
◆有線LAN
◆Windows10 Home
◆モニター・入力機器別売

「フォートナイト」など人気のゲームが
プレイ可能な中古ゲーミングPC！

Endeavor MR����-L
ゲーミングカスタム

ゲーミングモニターとは？普通のモニターとの違いは？

普通のモニターに比べ、入力遅延が抑えられ
ています。動きの速いアクションゲームや
FPS/TPSゲームは、ボタン入力が画面に反映
されるまでの遅延はできるだけ小さい方が有
利となります。

入力遅延��.

暗闇での視認性アップする機能、目の疲れを
軽減する機能、FPSゲームのために中央に照
準を表示する機能などゲーム専用機能を備え
た製品が多くなっています。

ゲーム専用機能��.

普通のモニターのリフレッシュレートは��Hz、
ゲーミングモニターでは���Hz以上となりま
す。これは�秒間に���回以上画面を書き換え
るため、非常に滑らかな表示となります。

リフレッシュレート��.

普通のモニターでは�ms前後の製品が多く、
ゲーミングモニターでは�ms前後の製品が主
流です。応答速度が速ければ映像の切替が速
くなり、特に対戦ゲームでは有利になります。

応答速度��.

ホームページにもサポート情報満載！
パソコントラブルはパワーデポにお任せください！

パワーデポ サポート

中古買取強化月間！
不要になったパソコン・パーツなどお売りください！

10月末まで 今がチャンス！
買取額10%アップ！

※買取には身分証明書が必要です。※動作確認のためお預かり査定となります。
※買取できないものもございますので、お持ち込み前にお問い合わせください。

◆15.6インチワイド
◆Core i5-1240P
◆メモリー16GB◆SSD512GB
◆Wi-Fi6◆Bluetooth
◆Windows11 Home

Pavilion 15-eg2026TU
(6E1X8PA-AADO)

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
第��世代Core i�と��GBメモリー搭載！

タッチパネル
搭載

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥14,400
(初回¥15,200)

(お申込特典で分割手数料サービス)2021

Windows�延長サポート終了Windows�延長サポート終了Windows�延長サポート終了2023年1月10日

Windows�をお使いではありませんか？早めに備えましょう！

他店購入品も

OK！

G2412
◆23.8型 フルHD(1920×1080）
◆リフレッシュレート170Hz(OC)
◆HDMI1.4b×2 / DisplayPort1.2a×1 
◆ヘッドフォン出力×1

高 画 質・広 視 野角I P Sパネル 採 用！
ゲーム機と接続してフルHD/���Hzの
表示に対応!スリムベゼルですっきり！

◆27型 フルHD(1920×1080）
◆リフレッシュレート165Hz
◆HDMI1.4b×2 / DisplayPort1.2a×1 
◆ヘッドフォン出力×1

圧倒的な没入感が得られる湾曲ゲー
ミングモニター！リフレッシュレート
���Hz、応答速度�msでなめらか！

Optix G27C5

ゲーミング環境を快適に！ゲーミングモニター特集！

Optix MAG251RX

◆24.5型 フルHD(1920×1080）
◆リフレッシュレート240Hz
◆HDMI2.0×2 / DisplayPort1.2a×1 /
　USB Type-C(DP Alt mode)

���Hzのリフレッシュレートで驚くほ
ど滑らかな描写！�msの高速応答！
IPSパネル・DisplayHDR ���対応！

HP X24ih

◆23.8型 フルHD(1920×1080）
◆リフレッシュレート144Hz
◆HDMI2.0×2 / DisplayPort1.2×1 

高画質・広視野角IPSパネル採用！
高さ調整・ピボット機能でポジショニ
ングも自在！

MOBIUZ EX2710S

◆27型 フルHD(1920×1080）
◆リフレッシュレート165Hz
◆HDMI2.0×2 / DisplayPort1.2×1 
◆高音質スピーカー搭載

高 画 質・広 視 野角I P Sパネル 採 用！
ゲーム機と接続してフルHD/���Hzの
表示に対応!スリムベゼルですっきり！

◆31.5型 WQHD(2560×1440）
◆リフレッシュレート165Hz
◆HDMI2.0×2 / DisplayPort1.4×1 
◆ヘッドフォン出力×1

高解像度IPSディスプレイがリアルな
色を表現！��.�インチ、リフレッシュ
レート���Hz！

X32 QHD Gaming Display

◆12.5インチワイド
◆Core i3-4010U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆光学ドライブなし
◆Wi-fi/有線LAN
◆Windows10 Home

ThinkPad X���

Personal 2013

中古��日保証付中古��日保証付

ワード・エクセル・アウトルック付属！
文書作成がすぐに始められます！

◆15.6インチワイド
◆Core i3-6300U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆DVDマルチ
◆Wi-fi子機/有線LAN
◆Windows10 Home

dynabook B��/B


