
iiyamaホーム  お知らせ  ベスト電器、インテルR 45nm テクノロジー採用の 20インチ光沢ワイド液晶ディ
スプレイセットモデルの新製品を発表！

2008年10月30日

ベスト電器、インテル® 45nm テクノロジー採用の 20インチ光沢ワイド液晶ディス
プレイセットモデルの新製品を発表！
～メモリ4GB搭載、Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007もプリ
インストール～

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピ
ューター）と、株式会社ベスト電器（代表取締役社長：濱田 孝、本社：福岡県、以下ベスト電
器）は、マウスコンピューター製オリジナルパソコンにインテル® 45nm テクノロジー採用のデ
ュアルコア・プロセッサー「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400」を搭載し、幅広い
ニーズに応えるMicrosoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007をプリインストール、更
にiiyamaブランドの20インチワイド光沢液晶ディスプレイをセットにした新製品を11月5日
（水）より、ベスト電器各店にて順次販売を開始いたします。

BE-SL20W(画像はイメージです)

■ 新製品の概要

今回発売する「BE-SL20W」は、Windows Vista®の魅力を最も体験できるMicrosoft®
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1、Microsoft® Office Personal 2007
with PowerPoint 2007をプレインストールし、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
E8400、デュアルチャネルDDR2メモリ4096MB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライ
ブ、メディアカードリーダーを搭載し、iiyamaブランドの20インチワイド光沢液晶ディスプ
レイをセットした「BE-SL20W」が13万9,800円（税込）となります。場所を取らないスリ
ムタイプで省スペース設計になっており、ホームユースからオフィスユースまで幅広く対応
できるモデルになります。また、365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無
償保証が標準で付属し、購入後も安心してご利用できます。
*OSの制限によりメモリ4GB全てを使うことはできません。

今回発表の新製品は、11月5日（水）より、ベスト電器の各店舗にて販売及び受注を開始い
たします。

【新製品の主なスペック】
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■ 新製品の特長

「インテル® 45nmテクノロジーの最新インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを搭載」

従来の低消費電力はそのままに、FSB1333MHz対応したインテル® Core™ 2 Duo プロセッ
サー E8400を採用。6MBの大容量L2 キャッシュ、新たに47個の命令が追加された拡張命令
「SSE4.1」の実装が行われ、シングル・マルチスレッド問わず処理能力が向上し、負荷の
かかるオンラインゲームにもストレスなく対応できるパフォーマンスを発揮します。

「Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint 2007」

オフィスとホームユースの双方で活躍するMicrosoft最新オフィスソフト「Microsoft® Office
Personal 2007 with PowerPoint 2007」を標準でインストール。Word、Excel、Outlookの基
本３ソフトに加え、使い勝手が良くなり新しいグラフィックス機能を装備したPowerPointも
インストールされ、充実した作業環境を提供します。

「20型ワイド光沢モニタ」

「ProLite B2006WS-GW1」は、WSXGA+（1680ｘ1050）の高精細グレアパネルを採用、
コントラスト比1000：1(DCR時、2000：1)、輝度300cd/㎡を実現、黒がより引き締まって
見え、鮮明でクッキリとした色の再現を可能にし、デジカメなどの写真画像も色つぶれを抑
えて忠実に表示、加えて動画再生時の残像感を感じさせない応答速度を兼ね備えています。

「1年間24時間電話サポート」

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24 時間電話テクニカルサポートサービス
が標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。 ※年
末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

■ 新製品の詳細なスペック

製品型番 BE-SL20W

OS Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

Office Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

プロセッサー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400

メインメモリ DDR2 4096MB PC2-6400 (2048MB×2/最大4096MB)

HDD Serial ATA 500GB 7200rpm

チップセット インテル® G31 Express チップセット

グラフィックス インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100

ドライブ

DVD±R 2層書き込み対応 最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ

(DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R
DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48)

カードリーダー 15in1 マルチカードリーダー

サウンド インテル® ハイ·ディフィニション・オーディオ

モニター
20インチワイド光沢液晶ディスプレイ

(PLB2006WS-GW1)

その他

PS/2キーボード、USBスクロールマウス

■I/Oポート：PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●
シリアルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx1(背
面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイク
インｘ1（背面x1）●シリアル ATAコネクタ x4(空きｘ2) ●10/100/1000BASE-TX
LAN(背面x1)

サイズ 100mm(幅)×393mm(奥行)×364mm(高さ)

保証 1年間無償保証

価格 139,800円

モデル名 ProLite B2006WS

製品型番 PLB2006WS-GW1

液晶パネル※1

駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス

サイズ 対角：51.1cm(20.1インチ)

最大表示範囲 水平：433.4mm×垂直：270.9mm

画素ピッチ 水平：0.258mm×垂直：0.258mm

視野角 左右各80゜、上下方向80゜（標準）

応答速度 5ms

輝度 300cd/㎡（標準）

コントラスト比 1000：1（標準）、2000：1（DCR時）

表示色 約1,670万色

アナログ走査周波数 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz

デジタル走査周波数 水平：31～80kHz 垂直：55～75Hz

ドットクロック 147MHz(最大)

表示可能解像度※2 1680×1050（最大） 1.8MegaPixels

信号入力コネクタ
アナログ D-SUBミニ15ピンコネクタ

デジタル DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/ HDMIコネクタ

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B™対応

入力信号

同期 セパレート同期：TTL、正極性/負極性

映像 アナログ 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性

映像 デジタル DVI(Rev.1.0）準拠 / HDMI(Ver1.1)準拠

音声
φ3.5ステレオミニジャック

0.7Vrms（最大）

ヘッドホン端子 ○

入力電源 AC100V 50/60Hz

消費電力

最大 46W（最大）

パワーマネージメン
トモード時

2W（最大）※3

スピーカー 1W×2（アンプ付きステレオスピーカー）

外形寸法(幅×高×奥行 mm)
471.0（幅）×383.5(493.5)（高）×210.0（奥行） mm ()：高さ
調整最大時

重量 kg
6.0kg

(スピーカー、スタンド含む)

角度調節範囲 上方向20º

セキュリティー 盗難防止用金具取り付け孔

フリーマウント 100mm×100mm（VESA規格対応）

環境条件
動作時：温度 5～35℃  湿度10～80％（結露なきこと）

保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）

リサイクル 対応

RoHS規格 対応

J-Moss 対応 グリーンマーク

保証期間
3年間保証

※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。

付属品

D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/DVI-HDMIケーブル/
電源コード/オーディオケーブル

クイックガイド＆保証書

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや
常時点灯する画素がある場合があります。
また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液
晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示
される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。

C O N T E N T S

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ
イに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ
ィスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶

商品ラインアップ
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