ご利用ガイド

BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター

メルマガ登録

ニュースリリース
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フリーワード商品検索

個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り

店舗情報

総合お問い合わせ

マイページ

夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019に
マウスコンピューターが出展！！

2019.8.3 - 8.4
開催日時：10:00～18:00
会場：沖縄コンベンションセンター展示場・会議場A・会議場B

新着情報
2019.6.10

MOUSE COMPUTER PC LAB 募集開始

2019.6.3

特設サイトオープン！

MOUSE COMPUTER PC LAB とは？

オリジナルロゴをデザインした特別仕様のパソコンを、参加者ご自身で組み立てていただき、モノづ
くりの楽しさを体験していただける参加型イベントです。
2019年8月3日（土）～8月4日（日）の両日、「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター
2019」マウスコンピューターブースにて開催いたします。

事前申し込みはこちらから
■システムの仕様上、納期情報が記載されますが、実際の納期は”組み立て体験終了後”になります。
■システムの仕様上、配送先などの情報記載が必要となりますが、実際の製品は”組み立て体験終了後”にお持ち帰り頂けます。なお、デスクトップパソコンは”配送”を承りますので、ご希望の
場合は当日受付時に配送伝票をご記載頂きます。あらかじめご了承ください（配送費用は弊社負担とさせて頂きます）。
■先着受付が完了されたお客様に、メール、および郵送にて当日のご案内に関するご連絡を致します。
■規定数のお申し込みがあった際に、自動的に購入ができなくなります。また、ご入金確認をもってお申込み完了とさせていただきます。
■システムの仕様上、ほぼ同時のタイミングで複数のお客様のお申し込みが重なってしまった場合、規定数以上の購入手続きが完了してしまう場合があります。その際は、より早くご注文が
完了したお客様をご購入・お申し込みの対象とさせていただき、対象から漏れてしまったお客様には弊社のコールセンターよりご連絡をさせていただきキャンセル手続きをさせていただきま
す。あらかじめご了承ください。
■お支払いは銀行振り込み、もしくはコンビニ支払いとなります。銀行振り込みの場合、お申し込み後、1週間以内に入金確認ができない場合は無効となりますのでご注意ください。

8月3日（土）
（受講ID）
時間

組み立てるパソコン

申し込み
（募集人数）

mouse
m-Book F556BN-S2-OK

（3－A）
11:00-11:45

申込終了

Web販売価格：105,624円（税込）より、

32,624円OFF！

mouse
NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK

（3－B）
12:30-13:45

申込終了

Web販売価格：143,208円（税込）より、

43,208円OFF！

mouse
m-Book J322XN-S2-OK

（3－C）
16:30-17:15

申込終了

Web販売価格：67,824円（税込）より、

20,824円OFF！

8月4日（日）
（受講ID）
時間

組み立てるパソコン

申し込み
（募集人数）

mouse
m-Book F556BN-S2-OK

（4－A）
11:00-11:45

申込終了

Web販売価格：105,624円（税込）より、

32,624円OFF！

mouse
NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK

（4－B）
12:30-13:45

申込終了

Web販売価格：143,208円（税込）より、

43,208円OFF！

mouse
m-Book J322XN-S2-OK

（4－C）
16:30-17:15

申込終了

Web販売価格：67,824円（税込）より、

20,824円OFF！

Web事前申し込みの流れ

STEP 1
開催日時、組み立てるパソコンを選び、「事
前申し込みはこちら」を押してください。
ご注意事項画面が表示されますので、「同意
の上、申し込み画面に進む」を押して、カー
ト画面へお進みください。

STEP 2
組み立てるパソコンのご確認が行えます。
（※MOUSE COMPUTER PC LAB. で組み立
てるパソコンはカスタマイズは不可となりま
す）
「カート内容の確認に進む」ボタンを押して
次の画面にお進みください。

STEP 3
ご希望のお支払方法のボタンを押して、次の
画面へお進みください。
STEP 4
お届け先など、必要事項をご記入の上、ご注
文内容の確認画面をお進みください。

イベント概要
開催日時：

2019年8月3日（土）、8月4日（日）

開催場所：

マウスコンピューターブース

参加資格：

小学4年生～中学生まで
※小学生は保護者の方の付き添いが必要です。

参加方法：

Webページから事前申し込み

※申込期限：7月29日（月）18:00迄

■当日、悪天候等が見込まれる際は、「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」イベント公式サイト：
https://www.qab.co.jp/jiukenq/ での開催案内に準じます。また、万が一当日欠席された場合は、弊社で製品を組み立てた後、発送とさ
せていただきます。

参加方法
Webページからの事前申し込みとなります。
下記より希望の日時・製品をお選びください。

8月3日（土）開催分のお申し込みはこちら
8月4日（日）開催分のお申し込みはこちら

組み立てるパソコンの紹介
組み立てるパソコンは、MOUSE COMPUTER PC LAB.のロゴを
本体に印刷した特別バージョンです。

●

●

●

●

●

イベント特別価格：100,000円（税込）

イベント特別価格：47,000円（税込）

Web販売価格：143,208円（税込）より、43,208円OFF！
ゲーミング向けデスクトップパソコン。強力なグラフィック性能で、

Web販売価格：67,824円（税込）より、20,824円OFF！
携帯性に優れた13.3型の薄型軽量ノートパソコン。外出先でも軽快に

3DCGを多用したパソコンゲームも快適に楽しめます。

使用したい方にお勧めです。

型番：NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK

型番：m-Book J322XN-S2-OK

OS：Windows 10 Home 64ビット
CPU：インテル® Core™ i5-9400 プロセッサー
グラフィックス：GeForce® GTX 1060（3GB）
メモリ：16GB PC4-19200 (8GB×2)

OS：Windows 10 Home 64ビット
CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 3867U
グラフィックス：インテル® HD グラフィックス 610
メモリ：8GB PC4-17000 (8GB×1)

ストレージ：240GB SSD / 1TB HDD

ストレージ：240GB SSD
液晶パネル：13.3型フル HDノングレア

仕様詳細を見る

仕様詳細を見る
申込終了
申込終了

申込終了

申込終了

●

●

イベント特別価格：73,000円（税込）
Web販売価格：105,624円（税込）より、32,624円OFF！
15.6型液晶を搭載したスタンダードなノートパソコンです。書類作成
や動画視聴など普段使いに最適です。

型番：m-Book F556BN-S2-OK
OS：Windows 10 Home 64ビット
CPU：インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー
グラフィックス：インテル® UHD グラフィックス 620
メモリ：8GB PC4-19200 (8GB×1)
ストレージ：240GB SSD
液晶パネル：15.6型 フルHDノングレア
仕様詳細を見る
申込終了
申込終了

MAP
沖縄コンベンションセンター

六本木ヒルズ 大屋根プラザ（入場無料エリア）にて
マウスコンピューターブースを設置、各イベントを行います。
709 件のクチコミ

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜４
丁目３−１

3.9

ルート

拡大地図を表示
※「ベンチャー企業出展エリア」は時間によって有料エリアとなります。
※「マウスコンピューター・イノフェステックステージ」および「マウスコンピューターブース」は無料エリアとなります。

地図データ ©2021

利用規約

地図の誤りを報告する

MOUSE COMPUTER：プログラミング講座
2020年のプログラミング必修化に向け、専任講師
による「micro:bit」を活用したプログラミング講
座をご用意いたします！
初めてパソコンに触れるお子様も安心して体験い
ただくことができます。詳しくはマウスコンピュ
ーターブースへお立ち寄りください！
※ 参加には整理券が必要です。会場入り口付近にて、運営事務局よりお受け取り下さい。
※ 数に限りがございます。

MOUSE COMPUTER：マインクラフト体験
大人気のタイトル「マインクラフト」と、
Microsoft社が提供するマインクラフトの追加プロ
グラム「Makecode」を使って、「マインクラフ
ト」内でプログラミングの基礎を体験することが
できます！
※ 申し込み不要、直接マウスコンピューターブースへお越しください。

and more!
タッチ＆トライコーナー設置（実機展示）
マウスコンピューターゲーミングブランド「G-Tune」など多数のマウスコンピューター製品に実際
に触れて、お試しいただける体験コーナーをご用意する予定です。

長野県飯山工場の組み立て教室についてはこちら

ご注意
※画像はイメージです。
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G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

クリエイターPC（DAIV）
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各種ダウンロード

春日部

ビジネスPC（MousePro）

返品について

名古屋
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大阪
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