2022 シルバーウイークセール

SALE
SW
期間：9/16( 金 ) ～ 9/30( 金 )

パワーデポ 3 店合同キャンペーン
サポート料金
いつでも

定額

パソコン専門店の

出張基本料
年

3 回まで
0円

半額

使い方
レクチャー
月

人気のサポートが
使えば使うほど

1,500 円

0円

買い替え時
データ移行

税抜

月額

0円

12ヶ月
継続プラン

【入会金 5,500 円 ( 税込) 月額 1,650 円 ( 税込)】

※1

大切 な 家族 へ「あんしん」を

プレゼントしませんか？
９月中は入会金 5,500 円が無料！
期間中のご成約でパワーデポポイント
3000 円分贈呈！
※1

ご自身の入会でもキャンペーン対象になります

パソコン・パーツ・周辺機器

買取強化キャンペーン

10％UP

セール期間中は買取額が

オフィス向けの Windows11Pro 搭載
丁度良いスペックのノート PC
HP 250 G7

2C6F2PA#ABJ

担当オススメ厳選パソコン！！
基本性能をしっかりおさた、
スタンダードミニタワーデスクトップ

プライベート用途はもちろんのこと、
仕事や学習にも使いやすい 13.3 インチ

HP Pavilion Desktop

HP Pavilion Aero 13-be1000

425Z0PA#ABJ

6E1T4PA#ABJ

Core i3-1005G1
メモリー 8GB
SSD 256GB
DVD マルチ
15.6 型
Wi-Fi5/Bluetooth5.0
Windows11Pro

Ryzen5-5625U
メモリー 8GB
SSD 256GB
DVD マルチ
13.3 型
Wi-Fi6/Bluetooth5.2
Windows11Home

インターネットや書類作成に
丁度良い性能のノート PC
HP 15s-eq2000
468W1PA#ABJ

Core i3-10105
メモリー 8GB
SSD 256GB
HDD1TB
DVD ライター
Wi-Fi5/Bluetooth5.0
Windows11Home

オフィス搭載でビジネスにも！
タッチパネルでダイレクト操作！
HP Pavilion 15-eg0521TU

普段使いからビジネスや学習にも
使いやすい機能が充実したノート PC
HP 15s-eq2000

4D8W3PA＃ABJ

Ryzen3-5300U
メモリー 8GB
SSD 256GB
DVD 無し
15.6 型フル HD
Wi-Fi6/Bluetooth5.2
Windows11Home

468X9PA#ABJ( ピンクローズ )
468W3PA#ABJ( ナチュラルシルバー )

Core i3-1125G4
メモリー 8GB
SSD 256GB
DVD 無し
15.6 型フル HD
Wi-Fi6/Bluetooth5.0
Windows11Home

Ryzen5-5500U
メモリー 8GB
SSD 512GB
DVD 無し
15.6 型フル HD
Wi-Fi6/Bluetooth5.2
Windows11Home

新品ゲーミングパソコン

2 回まで
0円

おトク！

パソコン
初期設定

新品パソコン

ゲームプレイに必要なものがすべて揃った
Victus デスクトップゲーミング PC

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0056jp
688A0PA#ABJ

Ryzen5-5600G
メモリー 16GB
512GB SSD + 2TB HDD
DVD レス
モニター別売
Wi-Fi6/Bluetooth5.2
Windows11Home
RadeonRX6600XT

+14,300 円（税込）で 5 年保証

モデレートモデル
ゲームはもちろん、高負荷作業まで OK!
Victus by HP 16-e1064AX
6K932PA#ABJ

Ryzen5-6600H
メモリー 16GB
512GB SSD
DVD スレ
16.1 フル HD(144Hz)
Wi-Fi6/Bluetooth5.0
Windows11Home
GeForce RTX3050

OMEN by HP 25L Gaming Desktop GT15-0760jp
644L3PA#ABJ

Core i7-12700F
メモリー 16GB
1TB SSD
DVD レス
モニター別売
Wi-Fi6/Bluetooth5.0
Windows11Pro
GeForce RTX 3060

+14,300 円（税込）で 5 年保証

ゲーミングノート Victus のアドバンスモデル
ハイパフォーマンス＆長時間バッテリー
Victus by HP 16-e0167AX
4Q971PA#ABJ

+14,300 円（税込）で 5 年保証

中古パソコン

空気流入量を増大させるベンチレーター
2 ヒートパイプ空冷クーラーを搭載

Ryzen7-5800H
メモリー 16GB
512GB SSD
DVD スレ
16.1 フル HD(144Hz)
Wi-Fi6/Bluetooth5.0
Windows11Home
GeForce RTX 3060

+14,300 円（税込）で 5 年保証

パソコン専門店だから安心！整備済み・保証付きの中古パソコン！
チラシ掲載中古パソコンは全て Windows10 インストール済み！

初期設定済み！すぐに使える！すぐ持って帰れる！
SSD 標準搭載
メモリ

8GB

店頭保証付き

用途で選べる Oﬃce 構成！

MicrosoftOﬃce
Windows 純正 Oﬃce

から

WPS Oﬃce
格安互換オフィス

パワーデポから新サービス

おまかせサポート新登場。

�店合同キャンペーン

期間：9/16(金)～9/30(金)

離れて暮らすご家族への

使えば使うほどおトク

『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。

�/��(金)まで入会金無料受付中！

いつでもサポート半額

当店指定サポートが�円

会員限定特典クーポン

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。

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。

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

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。

�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。

入会金

月額費用

お支払い方法

最低利用期間

�,���円(税込)

�,���円(税込)

クレジットカード
��ヶ月

今だけ
入会金
無料！

プレゼントに！

『おまかせサポート』

さら に 期 間 中 ご 成 約 で

パワーデポポイント

おすすめ例 ➡

3,000円分進呈!!

パソコンご購入時なら！

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)
おまかせサポートへのご加入で
おすすめ例 ➡

すべて�円に！

使い方も教えてほしい！

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！

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！

