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新生活応援フェア
あなたの新しいスタートを応援します！

開催期間：2023.3/2(木)～3/31(金)

2023年版！新大学生におすすめのノートパソコンと、Windows8からの買い替えにおすすめのパソコンを大特集！
軽量957g/バッテリー駆動11時間！Office付属！
キャンパスPCに最適なモバイルノート！

Officeなしモデル。Officeが提供される学校なら
こちらでコストを抑えられます。

◆13.3インチワイド(WUXGA/IPS)
◆Ryzen5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Webカメラ・内蔵マイク・Bluetooth
◆Windows11 Home

+11,000円(税込)で5年延長保証

+11,000円(税込)で5年延長保証

+11,000円(税込)で5年延長保証 +11,000円(税込)で5年延長保証 +7,700円(税込)で5年延長保証

Pavilion Aero 13-be1017AU/1018AU
(セラミックホワイト/ピンクベージュ)

Office付属！1.33kg、14インチモバイル！
こちらはRyzen3搭載モデルです！

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥14,400
(初回¥15,200)

▶

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥10,900
(初回¥11,700)

▶

◆13.3インチワイド(WUXGA/IPS)
◆Ryzen5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Webカメラ・内蔵マイク・Bluetooth
◆Windows11 Home

Pavilion Aero 13-be1017AU/1018AU
(セラミックホワイト/ピンクベージュ)

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥11,900
(初回¥12,700)

▶

Ryzen5 5600U搭載の旧モデル。
Office不要なら当店最安のモバイルノート！

◆13.3インチワイド(WUXGA/IPS)
◆Ryzen5 5600U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Webカメラ・内蔵マイク・Bluetooth
◆Windows11 Home

Pavilion Aero 13-be0034AU
(セラミックホワイト)

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥9,900
(初回¥10,700)

▶

Office付属！1.33kg、14インチモバイル！
最大9.5時間バッテリーでちょうどいい大きさ！

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥11,900
(初回¥12,700)

▶

◆14インチワイド(FHD/IPS)
◆Ryzen5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Webカメラ・内蔵マイク・Bluetooth
◆Windows11 Home

HP 14s-fq1033AU
(ピュアホワイト)

◆14インチワイド(FHD/IPS)
◆Ryzen3 5300U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Bluetooth
◆Windows11 Home

+11,000円(税込)で5年延長保証

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！

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥11,900
(初回¥12,700)

▶

HP 15s-eq3025AU
(ナチュラルシルバー)

◆15.6インチワイド(FHD/IPS)
◆Ryzen5 5625U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Bluetooth
◆Windows11 Home

+11,000円(税込)で5年延長保証

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！

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥10,900
(初回¥11,700)

▶

HP 15s-eq2060AU/2061AU
(ナチュラルシルバー/ピンクローズ)

◆15.6インチワイド(FHD/IPS)
◆Ryzen3 5300U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6(無線のみ・有線LANなし）
◆Bluetooth
◆Windows11 Home

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥5,400
(初回¥6,200)

▶

HP 14s-fq2012AU(ピュアホワイト)

※モニター・マウス・キーボード・
　光学ドライブ・Office別売

大学等が推奨する一般的なノートパソコン仕様
OS

Windows11
以降

Webカメラ

内蔵推奨

重さ
1.5kg 以下
(持ち運びできる重さ)

マイク･スピーカー

内蔵推奨

バッテリー駆動時間

9時間以上

ストレージ
SSD

256GB 以上

無線LAN
Wi-Fi対応
Wi-Fi6推奨

メモリー

8GB 以上

CPU
Core i5 以上
Ryzen5 以上

ディスプレイ
13.3インチ前後
フルHD以上

Microsoft Officeについて

Word・Excel・PowerPointを必須とする
学校が多いですが、学校によっては在学
中に限り、無償で利用できる場合もあり
ますので、事前にご確認ください。

日専連クイックカード申込で

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥8,900
(初回¥9,700)

▶

◆Core i5-12400
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆DVDライター
◆有線LAN
◆Windows11 Home
◆HDMI×1/VGA×1

※モニター・マウス・キーボード・
　光学ドライブ・Office別売

第12世代Core i5搭載、省スペースデスクトップ！
ご自宅用やビジネス用途にもおすすめです！

HP Pro SFF 280 G9
(74B78PA-AAAC)

手のひらサイズの超小型デスクトップPC！
VESAマウント付属でモニター裏にも設置可能！

UM450-8/256-W11Pro(4500U) 

◆AMD Ryzen5 4500U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi6
◆Bluetooth5.2
◆2.5 Gigabit LAN
◆Windows11 Pro

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。

分割払いOK

※いずれも申込書へのご記入と、「身分証明書」、「印鑑」、「通帳・キャッシュカードなど
　口座番号がわかるもの」が必要となります。
　詳しくはスタッフまでお問い合わせください。※いずれも審査があります。

①3回~最大60回までの分割払いが可能です。
※分割手数料はお問い合わせください。

②日専連カードお申込みの際のお買い物に限り

　3･5･10回、ボーナス2回払いの
　分割手数料がサービスとなります。

使えば使うほどおトク

月 1々,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。

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。

いつでもサポート半額

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。

当店指定サポートが0円

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。

セキュリティソフトが付属

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。

無償定期メンテナンス

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。

会員限定特典クーポン

ただいま入会金無料キャンペーン中！3月末まで！
おすすめの新サービス『おまかせサポート』とは？

料金等のご案内

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



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3月2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

(お申込特典で分割手数料サービス)

10回払い
月々の支払額

¥12,900
(初回¥13,700)

▶

◆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

GeForceRTX3050搭載ゲーミングデスクトップ！
Wi-Fi&Bluetooth内蔵！

Victus by HP 15L Gaming Desktop
TG02-0050jp

分割払い時のシミュレーション

(総額￥225,494／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥9,300
(初回¥11,594)

▶

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

※モニター・マウス・キーボード・
　光学ドライブ・Office別売

GeForce RTX3060Ti搭載！
人気のゲーミングパソコンです！

OMEN by HP 25L Desktop
GT15-0765jp

分割払い時のシミュレーション

(総額￥259,352／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥10,800
(初回¥10,952)

▶

フルHD360Hzディスプレイ搭載！
Razer製ゲーミングノート！

第13世代 Core i7プロセッサー、水冷クーラー、
GeForce RTX 4070Tiを搭載！高速・高画質を追求！

◆Core i7-13700KF
◆メモリー32GB
◆NVMe SSD 1TB(PCIe4.0)
◆GeForce RTX 4070Ti
◆有線LAN
◆Windows11 Home

ings 13th-i7 Gaming RTX4070Ti

分割払い時のシミュレーション

(総額￥428,642／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥17,800
(初回¥19,242)

▶

モニター･マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

分割払い時のシミュレーション

(総額￥202,922／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥8,400
(初回¥9,722)

▶

モニター･マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

第13世代Core i5プロセッサーとレイトレーシング・
DLSS対応に対応するGeForce RTX™ 3050を搭載！

◆Core i5-13400F
◆メモリー16GB
◆NVMe SSD 1TB(PCIe4.0)
◆GeForce RTX 3050
◆有線LAN
◆Windows11 Home

ings 13th-i5 Gaming

祝合格！祝ご入学！ゲームプレイから、デジタルイラストなどのクリエイティブ用途、プログラミングの勉強まで幅広く対応可能なハイスペックパソコン！

この春おすすめのゲーミングデバイス！他にも多数取扱中！ 中古パソコンもパワーデポ！ 長く使えるWindows11搭載モデルとお買い得なWindows10搭載モデル

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

分割払い時のシミュレーション

(総額￥270,638／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥11,200
(初回¥13,038)

▶

モニター･マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

最新ゲームを快適にプレイ！GeForce RTX3060Ti搭載！
人気のゲーミングパソコンです！

ings i7 Gaming RTX3060Ti

◆Core i5-12400F
◆メモリー16GB
◆NVMe SSD 1TB
◆GeForce RTX 3060
◆有線LAN
◆Windows11 Home

分割払い時のシミュレーション

(総額￥197,279／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥8,200
(初回¥8,679)

▶

モニター･マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

GeForceRTX3060搭載ゲーミングデスクトップ！
光るフロント3連ファン搭載！

ings i5 Gaming RTX3060 2023

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

※マウス・光学ドライブ・Office別売※マウス・光学ドライブ・Office別売

分割払い時のシミュレーション

(総額￥214,208／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥8,900
(初回¥9,508)

▶

◆15.6インチワイド
◆Core i7-12650H
◆メモリー16GB ◆SSD512GB
◆GeForce RTX4050 6GB
◆Wi-Fi6 ◆Bluetooth
◆Windows11 Home

最新GeForce RTX 4050 Laptop 搭載！
リフレッシュレート144Hzゲーミングノート！

Thin GF63 12V
THIN-GF63-12VE-069JP

※マウス・光学ドライブ・Office別売

分割払い時のシミュレーション

(総額￥161,164／手数料12.86%)

24回払い
月々の支払額

¥6,700
(初回¥7,064)

▶

◆15.6インチワイド
◆Core i7-11800H
◆メモリー16GB ◆SSD512GB
◆GeForce RTX1650 4GB
◆Wi-Fi6 ◆Bluetooth
◆Windows11 Home

GF63 Thin 
GF63-11SC-063JP

エントリー向けGeForceGTX1650搭載！
ゲームからクリエイティブまで幅広い用途に！

◆15.6インチワイド
◆Core i7-10875H
◆メモリー16GB ◆SSD1TB
◆GeForce RTX 3070
◆Wi-Fi6/Bluetooth
◆Windows10 Home

Blade 15 Advanced Model

◆27インチ RAPID IPS
◆WQHD(2560×1440)
◆リフレッシュレート170Hz
◆HDMI2.0b×2
◆DisplayPort1.4×1

27インチWQHD・リフレッシュ
レート170Hz！ホワイトカラーの
ゲーミングモニター！

G274QRFW

PCゲーミングサウンドバー！
ゲーム・映画・音楽などあらゆる
エンターテイメントをこれひとつ
で楽しめる！

27インチ・リフレッシュレート
170Hz！ゲーム機にも対応し
フルHD/120Hzの表示が可能！

G2722

◆27インチ IPS
◆FHD(1920×1080)
◆リフレッシュレート170Hz
◆HDMI1.4b×2
◆DisplayPort1.2a×1

◆軽量性を求めるなら単3電池1本
◆バッテリー持続を優先するなら単3電池2 本
◆静音メカニカルスイッチ
◆耐クリック回数1,500万回の優れた耐久性
◆2.4GHzワイヤレス または Bluetooth®

業界をリードするワイヤレス
テクノロジーにより高速で信頼性
の高いパフォーマンス！

Pro Click Mini

◆トゥルーホワイトLEDバックライトで
　個別にライトアップされます。
◆8,000万回のキーストローク寿命

BlackWidow Lite JP

RAZER™ メカニカルスイッチで
すべてのキーが高精度！
コンパクトキーボード！

◆USB Type-Cケーブルのみでの給電
◆最大90dBのダイナミックオーディオ
◆BLUETOOTH 5.0対応
◆RAZER CHROMA™ RGB 対応

Leviathan V2 X

◆折り曲げ可能なマイク
　優れた音声集音機能
　ノイズキャンセリング
◆RAZER CHROMA™ RGB 対応

快適な超軽量設計でゲームに
没頭！Razer™ TriForceドライバー
搭載ゲーミングヘッドセット！

Kraken V3 X

◆15.6インチワイド
◆Core i5-9400H
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi・有線LAN
◆Windows11 Home

Windows11、第9世代Core i5
搭載のスタンダード中古ノート！

Latitude 5501

中古30日保証付

◆14インチワイド
◆Core i5-1035G1
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi・有線LAN
◆Windows11 Home

14インチ・フルHD液晶、第10世代
Core i5搭載、軽快モバイルノート！

Vostro 14 5401

◆14インチワイド
◆Core i5-8350U
◆メモリー16GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi・有線LAN
◆Windows11 Home

14インチ・フルHD液晶・大容量
16GBメモリーのTihinkPad中古！

◆15.6インチワイド
◆Core i5-8250U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi・有線LAN
◆Windows11 Home

Windows11も快適！
人気のThinkPad中古ノート！

中古30日保証付

Office別売

Windows11搭載の省スペース
中古デスクトップPC！

ProDesk 400 G5 SFF

◆Celeron G3900
◆メモリー8GB
◆SSD240GB
◆DVD-ROM
◆有線LAN
◆Windows10 Home

Windows10搭載、お買い得
中古デスクトップ！

GeForce GTX1050Ti搭載
中古ゲーミングPC！

Endeavor MR7400-L
ゲーミングカスタム

◆15.6インチワイド
◆Core i5-8265U
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆Wi-Fi・有線LAN
◆Windows11 Home

Windows11搭載、
人気のスタンダード中古ノート！

Latitude 3500 ThinkPad T480s

ThinkPad L580

Office別売

中古30日保証付 中古30日保証付

Office別売

中古30日保証付

Office別売

中古30日保証付

Office別売

◆Core i5-8500
◆メモリー8GB
◆SSD256GB
◆DVD-ROM
◆有線LAN
◆Windows11 Home 中古30日保証付

ProDesk 400 G4 SFF

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

◆Core i3-6100
◆メモリー16GB
◆SSD240GB
◆GeForce GTX1050Ti
◆DVDマルチ
◆有線LAN
◆Windows10 Home 中古30日保証付

モニター･マウス・キーボード・光学ドライブ・Office別売

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定


