
ニュースリリース

マウスコンピューター、WDLC 「アイ. ハコブ」プロジェクト連携製品として
 

6万円台からのインテル® デュアルコアCPU搭載、
 

12.1型ワイド液晶搭載ノートパソコン「LuvBook S200」シリーズ3機種を発表!! 

 

～ 8万円台のインテル® Centrino® 2プロセッサー・テクノロジー対応モデル、
 10万円台のブルーレイディスクドライブ搭載モデルもラインナップ ～

2009.04.23

 LuvBook S200 シリーズ
 

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）は、軽量＆コンパクトでブラックカラーとワインレッドカラーを基調としたシンプルなデ

ザインに、充実した基本性能を備え、抜群のコストパフォーマンスを実現した低価格ノートパソコン「LuvBook S200」シリーズ3機種の販売を開始することを発表いたします。

4月27日20時より、マウスコンピューターインターネットサイト、電話通販窓口、ダイレクトショップにて受注を開始いたします。

■ LuvBook S200シリーズの概要

製品ラインナップは、インテル® Celeron® プロセッサー T1600、デュアルチャネル4GBメモリ、320GBハードディスク、2層書き込み対応DVDスーパーマルチドライブを搭載した「LuvBook

S200B」が69,930円、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600、デュアルチャネル4GBメモリ、320GBハードディスク、2層書き込み対応DVDスーパーマルチドライブを搭載した「LuvBook

S200S」が89,880円、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600、デュアルチャネル4GBメモリ、500GBハードディスク、ブルーレイディスクドライブを搭載した「LuvBook S200X」が109,830円

となります。OSは、全製品Windows Vista® Home Premium with SP1が標準でプリインストールとなり、「LuvBook S200B」及び「LuvBook S200S」は同金額でWindows® XP Home Editionプリ

インストールモデルをご選択頂くことも可能です。製品BTOに対応しており、OS、CPU、メモリ、HDDなどのカスタマイズが可能です。標準で365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1

年間無償保証が付き、購入後も安心してご利用頂けます。

製品ページ： http://www.mouse-jp.co.jp/abest/ai-hakobu/ （4/27より）
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【新製品の主なスペック】

機種名 CPU メモリ HDD ドライブ チップセット 液晶 OS 価格

LuvBook S200B
インテル® Celeron®

プロセッサー T1600

DDR2 4GB (2GBx2)

320GB

DVDスーパーマルチ

ドライブ（2層書込対

応）
モバイルインテル®

GM45 Express チップ

セット

12.1インチワイド光沢

液晶（WXGA）

Windows Vista® ;Home

Premium with SP1 
 （Windows® XP選択可能）

69,930円

LuvBook S200S

インテル® Core™ 2

Duoプロセッサー

P8600

89,880円

LuvBook S200X 500GB

ブルーレイディスクド

ライブ（読込の

み/DVDスーパーマ

ルチ機能付き）

Windows Vista® Home

Premium with SP1
109,830円

■ LuvBook S200シリーズの製品特長

「インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーに対応」 （LuvBook S200Bを除く）

最新のモバイル インテル® GM45 Expressチップセット、FSBが1066MHzに拡張されたインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー、また最大300Mbpsの転送速度に対応したワイヤレス無線LANを

搭載することにより、更なる高速化、高効率化が図られた「インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー」に対応します。

「マルチメディア用途の豊富な機能を搭載」

外出先でも気軽にインターネットを楽しめるワイヤレス無線LAN、撮影した写真や動画を手軽に取り込めるメモリーカードリーダー、メッセンジャーやチャットで活躍するWebカメラを搭載しま

す。

製品詳細

製品型番 LuvBook S200B LuvBook S200S LuvBook S200X

OS
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

 （Windows® XP 選択可能）
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

プロセッサー

インテル® Celeron® プロセッサー T1600 インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー P8600

（1MB L2キャッシュ/1.66GHz/FSB 667MHz） （3MB L2キャッシュ/2.40GHz

　 /FSB 1066MHz）

チップセット モバイル インテル®　GM45　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 4500M HD

メイン・メモリ デュアルチャネル DDR2 4GB PC2-5300 (2GBx2)

HDD Serial-ATA 320GB Serial-ATA 500GB

ドライブ DVD±R 2層書き込み対応DVDマルチスーパーマルチドライブ
ブルーレイディスクドライブ（読込のみ/ DVDスーパーマ

ルチ機能付き）

モニタ 12.1型ワイド液晶ディスプレイ（WXGA 1280x800ドット 表示対応）

メモリカード メモリカードスロット

スロット (対応メディア：マルチメディアカード、SDメモリカード、メモリースティック、メモリースティックPro)

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ



無線LAN インテル社製 無線LANカード(802.11a/11b/11g/11n（ドラフト）対応 内部PCI Express接続)

WEBカメラ 130万画素WEBカメラ

その他

日本語キーボード、タッチパッド

■I/Oポート：●USB2.0ポートx3●IEEE1394ポートx1●ディスプレイ出力ポート(D-Sub)x1●サウンド ヘッドフォンx1(S/PDIF兼用)、マイクインx1●LANポートx1 100Base-

TX/10BASE-T ●Expressカードスロット34/54x1

バッテリー リチウムイオンバッテリーまたはAC100V（50/60Hz ACアダプタ経由）

バッテリー駆動時間 約1.9時間 約2.4時間

サイズ 296(幅) x 227(奥行き) x 31(高さ) mm

重量 約1.9kg

保証 1年間無償保証

価格 69,930円 89,880円 109,830円

■ WDLC について

業界の枠を超えた89社（2009年4月23日現在）の企業が参加する ウィンドウズ デジタル ライフスタイル コンソーシアム　（会長：堂山 昌司、以下：WDLC）は、参加企業各社が業界の枠を超

え、各社の提供するハードウェア（PC、携帯電話、デジタル家電など）、ソフトウェア、情報・コンテンツサービスなどを相互に連携させた新しいデジタル ライフスタイルの提案を共同で行い、

利用者を増やすことによって市場全体の活性化を目的に活動しています。現在のような厳しい経済環境において様々な企業が協力し合い、利用者に豊かなデジタル ライフの提供を目指し

ていきます。

■ 「アイ．ハコブ」プロジェクト について

このたびWDLCでは、2008年に実施した「PC de TVキャンペーン」「PC de 旅キャンペーン」に続く、業界の枠を超えた合同キャンペーンの第3弾として、新たな市場を開拓すべく主に「女性」を

対象としたキャンペーンを展開します。本キャンペーンでは「PCとケータイ」をテーマに、携帯電話を中心に利用している女性に対してPCと携帯電話を一緒に利用することによって拡がるデ

ジタル ライフスタイルを訴求し、PC及び関連製品・サービスの需要喚起を行っていきます。

＜ 施策内容 ＞

「PCとケータイ」をテーマにした２つのシナリオの利用促進を図るため、新たなプロジェクトを立ち上げ37社の会員企業と共に普及活動を行っていきます。

● タイトル：　大切なヒトに、大切なキモチを伝えよう。
 

アイ. ハコブ プロジェクト
 

● 期間：2009年4月23日～2009年9月30日
 

● プロジェクト概要：

「アイ. ハコブ プロジェクト」とは、もっとヒトとつながりたいと思う “アナログなキモチ” をPCやケータイ、周辺機器やインターネットサービスなどの “デジタルのチカラ” で応援するプロジェクト

です。リアルなコミュニケーションが不足して、ヒトの思いが伝わりにくくなっている今。でも本当に大事なのは、デジタルを使う “ヒト” 次第。デジタルを上手に使えば今まで表現できなかった

ことだって、もっと伝えることができる。大切な誰かにココロ揺さぶる気持ちを伝えたいとき、かけがえのない瞬間を、仲間たちと共有したいとき。デジタルだからこそできる大切なヒトとのコミ

ュニケーションを通して人々の生活を豊かにするお手伝いを本プロジェクトは行っていきます。

本プロジェクトは37社の会員企業と共に、4月23日より公開される「アイ. ハコブ プロジェクト」サイトを皮切りに、本趣旨に賛同いただいた「an an」「＠ｃｏｓｍｅ」「Woman.excite」「OZmall」「シテ

ィリビング」「ぐるなび」（五十音順）等、女性に人気の高い様々なメディア各社様の協力により、ライフスタイルに応じた「アイ. ハコブ」シチュエーション別特集を順次展開します。また多くの女

性の皆様にメッセージをお届けする為に、本趣旨に賛同いただいた「Office Augusta」所属のシンガー ソングライター 秦 基博氏と、アカデミー賞 外国語部門受賞「おくりびと」脚本家 小山

薫堂氏の協力を得て、音楽や映像を織り交ぜて「アイ. ハコブ プロジェクト」を盛り上げていただきます。



● アイ. ハコブ プロジェクトサイト
 http://love.wdlc.jp/

● 主な見どころ

◎アイ. ハコブ フォトレター (4月23日 公開)
 

秦 基博氏と小山 薫堂氏のコラボレーションによる、写真でみんなをつなぐ「フォトレター プロジェクト」。プロジェクトサイトでしか見ることのできない写真やメッセージを通してアイをハコビま

す。

◎アイ. ハコブ ストーリー（６月下旬 配信開始）
 

誰もがもっている、いくつかのアイにまつわるストーリー。
 

デジタルのチカラは、本当にヒトにキモチを伝えることが出来るのか…。
 

一般から選ばれた、ある「アイをハコビたい」という思いのエピソードを、ヒトにキモチを伝える達人・小山 薫堂氏監修のもと映像化。秦 基博氏が奏でる音楽と共に「小山 薫堂×秦 基博」が

贈る「アイ」のストーリーを、インターネットを通じて全国配信していきます。

◎アイ. ハコブ うた 特集（5月下旬開始）
 

おサイフケータイⓇ　× PCでワンタッチ＆安心ネット決済。しかもポイントもついてお得!
 

人気の「アイのうた」「泣けるうた」「ウェディング・ソング」でアイをハコビます。

http://love.wdlc.jp/
http://www.mcj.jp/

