
264,800円

ings Pro Gaming　　　　　　　　RTX3060Ti◆Core i7-12700F◆メモリー16GB◆SSD M.2 1TB NVMe◆GeForce RTX 3060Ti◆Windows11 Home

※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

¥12,400
（初回¥13,653）（総額¥298,853／手数料12.86%）

169,800円

レイトレーシング・DLSS
に対応する

GeForce RTX3050搭
載！フロント

イルミネーションカラーは
切り替え可能！

◆Core i5-12400F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 500GB NV

Me

◆GeForce RTX 3050

◆Windows11 Home 

※モニター・マウス・キーボ
ード・光学ドライブ・Offic

e別売 

受注
生産

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

224,800円

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！

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

※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Of
fice別売 

受注
生産

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

149,800円

GeForce RTX3050搭載ゲーミング
デスクトップ！Wi-Fi&Bluetooth内蔵！

◆Ryzen5 5600G
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 512GB NVMe
◆GeForce RTX 3050
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

※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%）

HP X24ih

169,800円
※マウス・光学ドライブ・Office別売 

208,000円
※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売 

157,800円
※マウス・光学ドライブ・Office別売 

230,800円
※モニター・マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売 

148,000円

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12月8日現在のものとなっております。 

より便利に！
キャッシュレス決済対応！

すぐにお持ち帰りOK！メ
ーカー製ゲーミングパソコ

ン！

大感謝祭！
歳末

数量
限定 数量

限定 数量
限定

税込

税込
税込

税込

税込
税込

税込

税込
税込

26,800円税込

「フォートナイト」「Ap
ex Legends」「オー

バーウォッチ２」「VAL
ORANT」などの人気

ゲームがプレイ可能！

「フォートナイト」「Ap
ex Legends」「オー

バーウォッチ２」「VAL
ORANT」などの人気

ゲームがプレイ可能！

BTOパソコン『ings（
イングス）』でゲーム三

昧！ 

年末年始の営業時間
のご案内

12/28（水）は休まず営
業！12/30～31は休業

日となります。

2023年初売りは元旦
朝10:00より開催！

受注
生産 カスタマイズ

OK
カスタマイズ
OK

Victus by HP 15L
Gaming Desktop
TG02-0050jp

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 RGB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Pro

OMEN by HP 25L
Desktop
GT15-0765jp

GeForce RTX3060Ti搭載！
人気のゲーミングパソコンです！

◆Core i7-12700F
◆メモリー16GB
◆SSD M.2 1TB NVMe
◆GeForce RTX 3060Ti
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Pro

24回払い
月々の支払額

¥10,800
（初回¥12,080）

（総額¥260,480／手数料12.86%）
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%）

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

15.6インチ・IPSパネル・
144Hz液晶搭載！
ゲームプレイやクリエイティブ作業に！

◆15.6インチワイド
◆Core i5-12450H
◆メモリー16GB
◆SSD512GB
◆GeForce GTX1650
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home 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%）

※マウス・光学ドライブ・Office別売 

GF63-11UC-062JP

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！

◆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

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%）

◆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

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%）

144Hz大画面17.3インチワイドディスプレイ！
GeForce RTX 3050Ti搭載！

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！

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

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！

◆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

数量
限定 41,800円

ゲーミングデバイス新
製品！

続々入荷中！

MOBIUZ EX2710S

数量
限定

税込

Optix MAG251RX

240Hzのリフレッシュレートで
驚くほど滑らかな描写！1msの高速応答！
IPSパネル・DisplayHDR 400対応！

◆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)

数量
限定 59,800円税込

G321CUV

31.5型4K UHD対応
湾曲ゲーミングモニター！
HDR対応で高い臨場感と没入感を演出！

◆31.5型 4K UHD(3840×2160）
◆リフレッシュレート60Hz
◆HDMI2.0b×2 / DisplayPort1.2a×1 
◆ヘッドフォン出力×1

49,800円税込数量
限定

◆静音メンブレンスイッチ
◆エルゴノミックリストレスト
◆耐久性と耐滴性に優れた設計
◆RAZER CHROMA™ RGB 対応7,480円税込
Ornata V3 X -英語/日本語配列

仕事と遊びを向上させる設計の
薄型エルゴノミックゲーミングキーボード！ Naga V2 Pro

30,800円税込

MMO、バトルロワイヤル、FPS などで威力を発揮！
3つの交換可能なサイドプレート、19+1個の
プログラム可能なボタン搭載！

◆マルチデバイス対応
 RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS
◆スクロール感をフルカスタマイズ可能
◆マグネット式サイドプレート

STREAM DECK MINI

配信・コンテンツ作成用コントローラー！
6個のLCDキーで様々なマクロやショートカット
を実行可能！

12,925円税込
ARCTIS 7P+ WIRELESS

PlayStation 5向けにデザインされ、PS4、PC、
Android、Switch、USB-C iPadなどにも対応
するワイヤレスヘッドセット！

◆バッテリー寿命30時間
◆USB-C充電
◆Tempest 3D Audio対応

23,800円税込

ings 12Gen-i5 Gam
ing

ings 12Gen-i7 Gaming

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！

OMEN by HP 25L
Desktop
GT15-0760jp

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

数量
限定数量

限定数量
限定



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12月8日現在のものとなっております。 

119,800円税込 109,800円税込 119,800円税込

年末年始
営業時間のご案内

〜

〜

〜

〜

12/28（水）休まず営業

4（水）休まず営業

29（木） 通常営業
30（金） 休業日
31（土） 休業日

2023年 1/1（日） 初売り

9（月） 初売り
10:00～19:00営業時間

Windows8終了

買い替え応援パック

パソコン初期設定 ＋ データ移行
＋ 旧パソコン引き取り ＋ HDDデータ完全消去

11,000円ぜんぶコミコミ！ 税込

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0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

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

おまかせサポート新登場。
パワーデポから新サービス

おまかせサポート新登場。
パワーデポから新サービス

『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。

使えば使うほどおトク
お気軽にご相談ください。

109,800円税込 2021 2021 2021

2021

HP 15s-eq2060AU
（ナチュラルシルバー）

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
バッテリー駆動9.5時間ベーシックノート！

◆15.6インチワイド
◆Ryzen 3 5300U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

HP 15s-eq2061AU
（ピンクローズ）

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥10,900
(初回¥11,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

HP 15s-eq3025AU
（6F8S6PA-AANT）

最新Office2021付属！Ryzen5モデル
だから動作も軽快！バッテリー駆動
約9.5時間！

◆15.6インチワイド
◆Ryzen 5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥11,900
(初回¥12,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

HP 14s-fq1033AU
（3Y6C2PA-AARW）

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
最大9.5時間バッテリー、14インチモバイル！
Ryzen3搭載モデル！

◆14.0インチワイド
◆Ryzen 3 5300U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥10,900
(初回¥11,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

HP 14s-fq2012AU
（6F8S3PA-AAJO）

ワード・エクセル・パワーポイント付属！
最大9.5時間バッテリー、14インチモバイル！
Ryzen5搭載モデル！

◆14.0インチワイド
◆Ryzen 5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥11,900
(初回¥12,700)

(お申込特典で分割手数料サービス)

145,800円税込2021

HP 17s-cu2002TU
（6N082PA-AAFD）

大画面17.3インチIPSディスプレイ採用で
見やすい！最新12世代Core i5-1235U！
Office2021付属！

◆17.3インチワイド
◆Core i5-1235U
◆メモリー16GB
◆SSD512GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home 日専連クイックカード申込で

10回払い
月々の支払額

¥14,500
(初回¥15,300)

(お申込特典で分割手数料サービス)

98,000円税込

X545FA-BQ075T

Microsoft Office
互換ソフト付属

数量
限定

Core i7搭載・DVDマルチドライブ内蔵で
重さ1.9kgのスタンダードノート！

◆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

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)

144,800円税込2021

Pavilion Aero 13-be1017AU
（6E1T4PA-AAML）

軽量957g/バッテリー駆動11時間！
Office付属のモバイルノート！
今だけマウスとA4複合機をプレゼント！

◆13.3インチワイド(WUXGA/IPS)
◆Ryzen5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows11 Home

ProDesk 405 G8 SFF

ビジネスにおすすめのWindows10 Pro
搭載！6コア12スレッドのRyzen PRO
プロセッサー搭載！

99,800円税込

66,780円税込 43,780円税込数量
限定

数量
限定

数量
限定

HP ProDesk 400 G7 SFF

コストパフォーマンスに優れる
エントリーモデル！
省スペースデスクトップだからスッキリ！

89,800円税込数量
限定

◆Core i3-10100 ◆メモリー8GB
◆SSD256GB ◆DVDライター
◆有線LAN ◆Windows10 Pro
◆HDMI×1/DisplayPort×1
◆モニター・Office別売

◆Ryzen5 PRO 5650G
◆メモリー8GB ◆SSD512GB
◆DVDライター ◆有線LAN
◆Windows10 Pro
◆HDMI×1/DisplayPort×2
◆モニター・Office別売

Chromebook x2
11-da0012QU

どこにでも持ち運べる、重さわずか560g、
11時間駆動バッテリーのクロームブック！
キーボードを外せばタブレットになる！

◆11.0インチ ◆Snapdragon 7c
◆メモリー4GB ◆ｅMMC64GB
◆Chrome OS ◆IPSタッチディスプレイ
◆Wi-Fi/Bluetooth

UM350 512GB
カスタムモデル
◆Ryzen 5 3550H ◆メモリー16GB（増設済）
◆SSD 512GB ◆Radeon Vega 8 Graphics
◆2.5Gigabit LAN ◆Wi-Fi/Bluetooth
◆Windows11 Pro（アップグレード済）

わずか128mm四方の超小型筐体！
4コア8スレッドCPU搭載！モニター裏に
固定できるVESAマウンタ付属！

79,800円税込

税込

286,800円税込1台
限り

税込

dynabook B55/B

39,800円

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る中古ノート！

◆15.6インチワイド
◆Core i3-6100U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆DVDマルチ
◆Wi-fi子機/有線LAN
◆Windows10 Home

中古30日保証付中古30日保証付

Personal 2013

数量
限定

dynabook B65/M

第8世代Core i7搭載2019年モデル！
Office付属・Windows11中古が新入荷！

◆Core i7-8650U ◆メモリー16GB
◆SSD256GB ◆DVD-ROM
◆Wi-Fi/有線LAN ◆Windows11 Home
◆Office Personal 2013付属

数量
限定

OMEN 45L Desktop

良品中古！第12世代Core i7に
GeForce RTX3080Tiを搭載した
圧倒的パフォーマンスの中古ゲーミングPC！

◆Core i7-12700K
◆メモリー32GB
◆SSD2TB
◆GeForceRTX3080Ti 12GB
◆Wi-Fi/有線LAN
◆Windows11 Pro
◆モニター・マウス・キーボード・Office別売

中古スリム型組立PC

Windows11インストール済みの
スリムデスクトップ！

64,800円

◆Ryzen 3 3100 ◆メモリー8GB
◆SSD250GB ◆BD-ROM
◆有線LAN ◆Windows11 Home
◆モニター・マウス・キーボード・Office別売

1台
限り

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)

おまかせサポートへのご加入で  すべて0円に！

詳しくはWebで検索！

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！

おすすめ例 ➡

おまかせサポートへのご加入で
「使い方レクチャー券（15分無料）」を24回分進呈！


