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BTOパソコン『ings(イングス)』&『ゲーミングノート』でゲーム三昧！

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

※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%)

◆Ryzen� ����G
◆メモリー��GB
◆SSD M.� ���GB NVMe
◆GeForce RTX ����
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows�� 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 i�-�����F
◆メモリー��GB
◆SSD M.� �TB NVMe
◆GeForce RTX ����
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows�� 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 i�-�����F
◆メモリー��GB RGB
◆SSD M.� �TB NVMe
◆GeForce RTX ����
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows�� 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 i�-�����F
◆メモリー��GB
◆SSD M.� �TB NVMe
◆GeForce RTX ����Ti
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows�� 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)

※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

◆Core i�-�����K
◆メモリー��GB RGB
◆SSD M.� �TB NVMe
◆GeForce RTX ����
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows�� 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%)

〉より便利に！キャッシュレス決済対応！

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！

PowerDepot
公式ホームページ

「フォートナイト」・「Apex Legends」･「オーバーウォッチ２」・「VALORANT」などの人気ゲームがプレイ可能！

※マウス・光学ドライブ・Office別売

◆15.6インチワイド
◆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

¥7,400
(初回¥7,893)

(総額¥178,093/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！

※マウス・光学ドライブ・Office別売

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%)

※マウス・光学ドライブ・Office別売

◆15.6インチワイド
◆Core i5-12450H
◆メモリー16GB
◆SSD512GB
◆GeForce GTX1650
◆Wi-Fi�/Bluetooth
◆Windows11 Home

Victus by HP 15-fa0000TX
(6L1K0PA-AAAE)

24回払い
月々の支払額

¥6,900
(初回¥8,332)

(総額¥167,032/手数料12.86%)

��.�インチ・IPSパネル・���Hz液晶
搭載！ゲームプレイやクリエイティブ
作業に！

◆17.3インチワイド
◆Core i7-11800H
◆メモリー16GB
◆SSD512GB
◆GeForce RTX3050Ti 4GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

Katana GF76 11U
(Katana-GF76-11UD-671JP)

���Hz大画面��.�インチワイド
ディスプレイ！
GeForce RTX ����Ti搭載！

◆Core i�-�����F
◆メモリー��GB
◆SSD M.� ���GB NVMe
◆GeForce RTX ����
◆Windows�� 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

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%)
カスタマイズ

OK
カスタマイズ

OK
※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

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

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！

ings 12Genｰi7 Gaming

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%)
カスタマイズ

OK
カスタマイズ

OK
※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

カスタマイズ
OK

カスタマイズ
OK

※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

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

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！

ings Pro Gaming
RTX3060Ti

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%)

◆Core i7-12700K
◆メモリー32GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060Ti
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Pro

HP ENVY Desktop
TE02-0076jp(6H140PA-AAAL)

クリエーター向けNVIDIA Studioデ
スクトップ！編集にもゲームにも！

24回払い
月々の支払額

¥10,900
(初回¥13,166)

(総額¥263,866/手数料12.86%)

フルレンジドライバー搭載 
PCサウンドバー!

Leviathan V2 X

◆USB TYPE-C による給電と
 音声入力に対応
◆低レイテンシー Bluetooth対応
◆RAZER CHROMA™ RGB 対応

Stream Controller

◆��の触覚 Switchblade キー
◆�つのタクタイルアナログダイアル
◆プログラム可能な�個のボタン
◆主要な配信ソフトウェアに対応

配信&コンテンツ制作用
一体型コントローラー!

DeathStalker V2 Pro
TKL JP Linear Switch
◆RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS 

＆ BLUETOOTH �.�
◆��時間ものバッテリー持続時間
◆超高耐久レーザー刻印キーキャップ

高性能ワイヤレス超薄型テ
ン キ ー レス オ プ テ ィカ ル
キーボード！

Clutch Wireless 516L8AA

◆有線・�.�GHz・Bluetooth切替可能
◆最大��時間の長時間バッテリー
◆モバイルグリップ付属
◆PCおよびAndroid対応

PC /A ndroid対応の無 線
ゲーミングコントローラー！

高画質・広視野角IPSパネル
採用！スリムベゼルですっき
り！

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

圧倒的な没入感が得られる
湾曲ゲーミングモニター！

Optix G27C5

◆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

HDR対応IPSパネル採用！
treVoloスピーカー内蔵の
本格的な高音質サウンドシ
ステム搭載！

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

◆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
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おまかせサポート新登場。
パワーデポから新サービス

��/��(日)まで入会金無料キャンペーン中！

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。

�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�円になりま
す。

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

PC･スマホ･タブレットに対応･
�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�,���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� 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�回までの出張基本料無料券、年��回
使用可能な��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 �,���円(税込)
月額費用 �,���円(税込)
お支払い方法 クレジットカード
最低利用期間 ��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（��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 �,���円(税込)
買い替え時データ移行・・・・・・・・・通常 ��,���円(税込)
ソフトウェアインストール・・・・・・・・・通常 �,���円(税込)
プリンター設定・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 �,���円(税込)
メール設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 �,���円(税込)
出張基本料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常 �,���円(税込)
セキュリティソフト・・・・・・・・・・・・通常 月額���円(税込)

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

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！

11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。

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！

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)

◆��.�インチワイド
◆Ryzen� ����U◆メモリー�GB
◆SSD���GB
◆Wi-Fi�◆Bluetooth
◆Windows�� 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

¥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

¥9,800
(初回¥9,800)

(お申込特典で分割手数料サービス)

◆��インチワイド
◆Ryzen� ����U◆メモリー�GB
◆SSD���GB
◆Wi-Fi�◆Bluetooth
◆Windows�� 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！

◆��.�インチワイド
◆Core i7-10510U◆メモリー�GB
◆SSD���GB◆DVDライター
◆Wi-Fi◆Bluetooth
◆Windows�� 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！

◆��.�インチワイド
◆Core i�-����U
◆メモリー��GB◆SSD���GB
◆Wi-Fi�◆Bluetooth
◆Windows�� Home

HP 17s-cu2002TU
(6N082PA-AABW)

大画面��.�インチIPSディスプレイ！
Core i�-����U搭載！Office����付属！

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥13,800
(初回¥13,800)

(お申込特典で分割手数料サービス)

◆��.�インチワイド
◆Core i�-����G�
◆メモリー�GB◆SSD���GB
◆Wi-Fi�◆Bluetooth
◆Windows�� 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

◆��.�インチワイド
◆Core i�-����P
◆メモリー��GB◆SSD���GB
◆Wi-Fi�◆Bluetooth
◆Windows�� 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)20212021

他店購入品も

OK！

Intel第��世代Core & AMD Ryzen ����シリーズなど最新パーツが続 ！々
PC組立見積は 無料です！お気軽にご依頼ください。PCパワーアップのご相談もぜひパワーデポへ！

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 中古��日保証付中古��日保証付

◆Core i�-����
◆メモリー�GB
◆SSD���GB
◆GeForce GTX����Ti
◆DVDマルチ
◆有線LAN
◆Windows�� 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

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！

◆��.�インチワイド
◆Core i�-����U
◆メモリー�GB
◆SSD���GB
◆DVDマルチ
◆Wi-fi子機/有線LAN
◆Windows�� Home

dynabook B��/B

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！

買替応援パック パソコン初期設定＋データ移行　　11,000円税込

Core i9-13900K
◆��コア/��スレッド
◆TB時最大�.��GHz
◆LGA����

第��世代インテル®Core™プ
ロセッサー最上位モデル！

Core i7-13700K
◆��コア/��スレッド
◆TB時最大�.��GHz
◆LGA����

第��世代インテル®Core™i�
プロセッサー!

Core i7-13700KF
◆��コア/��スレッド
◆TB時最大�.��GHz
◆LGA���� ◆グラフィックレス

第��世代インテル®Core™i�
プロセッサー!

Core i5-13600K
◆��コア/��スレッド
◆TB時最大�.��GHz
◆LGA����

第��世代インテル®Core™i�
プロセッサー!

Core i5-13600KF
◆��コア/��スレッド
◆TB時最大�.��GHz
◆LGA����◆グラフィックレス

第��世代インテル®Core™i�
プロセッサー!

Ryzen 9 7950X
◆��コア/��スレッド
◆ブースト時最大�.��GHz
◆Socket AM�

Zen�最上位モデル！ゲーミン
グとクリエイティブ制作に！

Ryzen 9 7900X
◆��コア/��スレッド
◆ブースト時最大�.��GHz
◆Socket AM�

ゲーマー、クリエイター、すべて
のユーザーに!

Ryzen 7 7700X
◆�コア/��スレッド
◆ブースト時最大�.��GHz
◆Socket AM�

最高の�コアAMDゲーミング・
プロセッサー!

Ryzen 5 7600X
◆�コア/��スレッド
◆ブースト時最大�.��GHz
◆Socket AM�

�コアのゲーミング・プロセッ
サーを手に入れよう。

Z790 D DDR4
◆LGA����◆ATX
◆DDR�-����+(OC)/����/����/���� 

MHz対応◆GIGABYTE RGB FUSION

第� �/� � 世 代 C o r eプロセッ
サー対応 Z���搭載マザー！

X670E Steel Legend
◆Socket AM�◆ATX
◆DDR�対応
◆ポリクロームRGB

Ryzen����シリーズ対応サー
バーグレードマザー！

CT2K8G48C40U5
◆DDR�-����
◆�GB×�枚組

クルーシャル (マイクロン製) デ
スクトップ用DDR�メモリー！

くっきり見やすいフルHD液晶搭載！
SSDで動作軽快のモバイルノート！

◆��.�インチワイド
◆Core i�-����U
◆メモリー�GB
◆SSD���GB
◆光学ドライブなし
◆Wi-fi/有線LAN
◆Windows�� Home

VJS���C��N

Personal 2013Office付でこの価格帯は残りわずか！ Office付でこの価格帯は残りわずか！


