
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

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

■インテル・テクノロジー・ディ

2011年1月中旬、SandyBridgeと呼ばれていた第2世代インテル® Core™ プロセッサー・
ファミリーが発売されました。マウスコンピューターからも多数の製品が発売されまし
た。
新しいアーキテクチャの発売を記念して、当日、東京都秋葉原では、インテル・テクノ
ロジー・ディというイベントが開催されました。マウスコンピューターはスタンプラリ
ー会場として、イベントに参加を行いました。

メイン会場は東京都ベルサール秋葉原で、3
連休ということもあり、多くのお客様が新し
いテクノロジーに興味をそそがれておりまし
た。 会場内は

 第2世代インテル® Core™ プロセッサー・フ
ァミリーのマルチメディアやゲームデモや、
SSDのデモなど、最新のテクノロジーを体感
できるイベントとなっておりました。奥のス
テージでは著名な方の講演やお正月らしいイ
ベントなども行われたようです。

マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショ
ップ2階、G-Tune:Garageでは、スタンプラ
リー会場として、行列ができる程の大盛況で
した。
新しいテクノロジー製品が当日にお持ち帰り
頂けるとのことで、最新のデスクトップPCや
ゲーミングPCに足を止めていくお客さまも大
変多かったです。
また、当日はその場でメルマガに登録頂いた
お客様へ、素敵なプレゼントがあたる抽選会
を開いておりました。

マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップの情報はコチラ！
⇒http://www.mouse-jp.co.jp/shop/

■インテル・フォーラム

第2世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーの発売を記念し、インテル株式会社は報道関係者やパートナー企業を招いた
イベント「インテルフォーラム2011」を開催しました。マウスコンピューターはインテル株式会社のパートナーとして招待を受
け、最新テクノロジーを搭載したパソコンの展示を行いました。また、インテル株式会社吉田社長や、ゲストスピーカーの講演
後、弊社代表取締役小松永門が檀上を行い、より深いパートナーシップを確認しました。

展示ショールームコーナーにもマウスコンピ
ューター製品を出展させていただきました。
マウスコンピューターブランドからは、ハイ
スペックスリムデスクトップPC 「LUV
MACHINES Slimシリーズ」や、パフォーマ
ンスグラフィックスを搭載した 「m-Book P
シリーズ」、G-Tuneブランドからは、
CPU、GPUダブル水冷を搭載した
「MASTERPIECEシリーズ」や、当時未発表
製品のインテル® Core™ i7-2920XMエクスト
リームエディションを搭載する17.3型ハイス
ペックノートPC

 「NEXTGEAR- NOTE i940シリーズ」などの
展示を行いました。
ハイスペックなインテル® Core™ プロセッ
サー搭載のPCをそろえ、メディア様からの注
目もかなり高いものとなりました。

ショールームで展示を行ったモデルはこちら！

LUV MACHINES Slimシリーズ
http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lms/
MDV ADVANSEシリーズ
http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/advs/
NEXTGEARシリーズ
http://www.g-tune.jp/desktop/standard_model_2/
MASTERPIECE(水冷モデル)
http://www.g-tune.jp/ws_model/1008_Liquid/index.html

インテルフォーラム2011
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