
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 採用情報

「夏のASCIIフェス」今回のイベントも大盛況！
今回は1万7千人もの動員数がありました。

2012年上半期ベスト・オブ・ベストバイのコーナー。
こちらにマウスコンピューターの製品が展示されました。

NEXTGEAR-NOTE i300シリーズ 
11.6型モバイルモンスター
ゲーミングノート。

NEXTGEAR-NOTE i960シリーズ
17.3型フルHDモデル。

美しいグラフィック表現に注目。

NEXTGEARシリーズ。
艶やかな筺体が魅力のNEXTGEAR新ケースに、

intel 最新CPUを搭載。

iiyama ProLite XB2472HD。
広視野角VA方式パネル搭載で美しい色表現が可能に。 

発売したてのUltrabook、LuvBook Xも展示いただきました。
11.6型モバイルノート、驚異の重さ985g！
実際に実機に触っていただけるので、多くの方にその軽さを
体感いただきました！
表面の、耐久性、デザイン性、軽量性を叶えたカーボン素材にも
注目が集まりました。
※画像はイメージです。

個人のお客様

受付時間：9時～20時 ※年末年始を除き無休

法人のお客様/再販・SI・インターネットカフェ事業者

受付時間：平日 9時-12時 / 13時-17時・土日祝 9
時-20時

※土日は個人窓口へ転送されます。
※公費払いのご相談等、一部のお問い合わせは週明けの対応になりま
す。

電話によるお問い合わせ

ガイダンスに従って、メニュー番号を押してください。

IP電話・光電話をご使用のお客様

FAX

夏のASCIIフェス2012 展示レポート

■イベント出展製品概要

NEXTGEAR-NOTE i300SA1
CPU ： インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー
メモリ ： 4GB
HDD ： 320GB Serial ATAII 5400rpm
グラフィックス ： NVIDIA® GeForce® GT650M/2GB
液晶ディスプレイ ： 11.6型 LEDバックライト光沢液晶（1366×768）

11.6型モンスターモバイルゲーミングノート。新コンセプト「持
ち歩く」ゲーミングノート。

NEXTGEAR-NOTE i960PA3-SP
CPU ： インテル® Core™ i7-3920XM プロセッサー
メモリ ： 32GB
SSD ： 【RAID 0】512GB （ストライピング 256GB×2）
グラフィックス ： NVIDIA® GeForce® GTX675M/2GB
液晶ディスプレイ ： 17.3型 フルHD 光沢液晶 (1920x1080)

intel第3世代CPU インテル® Core™ i7-3920XM プロセッサー
と、NVIDIA® GeForce® GTX675M搭載17.3型フルHD最強ゲー
ミングノート！美しいLEDキーボードも見逃せないポイント。

NEXTGEAR i620PA2
CPU ： インテル® Core™ i7-3770K プロセッサー
メモリ ： 16GB
HDD ： 1TB
グラフィックス ： NVIDIA® GeForce® GTX680/ 2GB
ドライブ ： DVDスーパーマルチドライブ

ゲームのスピード感をイメージした新筺体！最新CPUと、
NVIDIA® GeForce® GTX680を搭載した至高の一品！
※現在は構成が変更になっております。

iiyama ProLite XB2472HD-B
24型VA方式パネル＋WLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ
HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
5,000,000：1（ACR機能時）のハイコントラスト
Full HD 1920ｘ1080モード対応

広視野角VA方式パネル搭載で色再現性が高く、色ムラのない緻
密な締まった画像表現が可能。上下178°、左右178°の広視野角が
可能になります。

LuvBook LB-X200S
CPU ： インテル® Core™ i5-2467M プロセッサー
メモリ ： 4GB
SSD ： 120GB
グラフィックス ： インテル® HD グラフィックス 3000

マウスコンピューター初のUltrabook！超軽量985gを実現！
耐久性、デザイン性、軽量性を叶えたカーボン素材にも注目！
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2012年6月17日、ベルサール秋葉原で、『夏のASCIIフェス2012』が開催されました。 こちらのイベントにて、マウスコンピューター製品
が展示されましたのでレポート致します。      
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