
ニュースリリース

マウスコンピューター、9万円台のiiyamaマルチタッチ対応21.5型フルHD液晶ディスプレイをセットにしたデスクトップPC販売開始！ 
  

～ 画面に触れて動画編集を楽しめる「LoiLoTouch」をプリインストール ～

2009.12.25

 「Lm-i300S-P22MT」
 

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、iiyamaブランドのマルチタッチディスプレイ「ProLite T2250MTS-B」標準でセットに

したデスクトップパソコン「Lm-i300S-P22MT」の販売を開始します。

今回発表する新製品は、12月25日よりマウスコンピューターインターネットサイト、マウスコンピューター電話通販窓口、マウスコンピューターダイレクトショップにて販売を開始いたします。

■ 新製品の概要

今回発表する新製品「Lm-i300S-P22MT」は、Windows® 7の魅力をもっとも楽しめるWindows® 7 Home Premium、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500、4GBメモリ、500GBハードディ

スク、NVIDIA® GeForce® GT220を搭載し、iiyamaのマルチタッチ対応21.5型フルHD液晶ディスプレイ「ProLite T2250MTS-B」をセットとして9万9,750円となります。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。
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■ 新製品の主なスペック

製品名 CPU メモリ HDD グラフィック ドライブ モニター OS 価格

Lm-i300S-

P22MT

インテル® Core™ 2 Duo　プロセ

ッサー E7500
 (2.93GHz)

デュアルチャネル DDR2-

SDRAM 4GB
 (2GB×2/最大4GB)

500GB
NVIDIA® GeForce®

GT220 / 1GB

DVDスーパーマル

チドライブ

マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶

ProLite T2250MTS

Windows®7 Home

Premium 32bit版

9万9,750円

（税込）

■ 新製品の主な特長

「Windows® 7をもっと楽しむ、直感的な操作が可能なマルチタッチディスプレイを標準セット」
 

　マウスコンピューターがディスプレイブランドで展開するiiyamaの新製品「ProLite T2250MTS」を標準でセットし、 Windows®7のマルチタッチ機能に対応、簡単にマルチタッチ機能が使え、同

時に2本の指やペンなどでの操作が可能です。

「マルチタッチに対応した動画編集ソフトがプリインストール」
 

　LoiLo社の動画編集アプリケーション、「LoiLoTouch」をプリインストールし、シンプルで初心者でも気軽に操作を楽しめます。手書きのイラストや、メッセージを動画の上に描く、描いたイラス

トをアニメーションにする、動画自体を自由に動かすなど新感覚の動画編集が可能です。

「「HERO★DADDY」キャンペーン連携製品」
 

　今回発表する新製品「Lm-i300S-P22MT」は、ウィンドウズ デジタルライフスタイル コンソーシアム（以下 WDLC）主催のパパ応援キャンペーン「HERO★DADDY」連携製品です。

「HERO★DADDY」は、業界の枠を超え、様々な企業が参加するWDLC第4弾の共同プロモーションです。マウスコンピューターではiiyamaマルチタッチディスプレイをセットにしたデスクトップ

PC「Lm-i300S-P22MT」で、パパが家族のヒーローになれるシーンを応援します。
 

WDLC「HERO★DADDY」プロジェクト　：http://pr1.wdlc.jp/
 

マウスコンピューター WDLC特設サイト：http://www.mouse-jp.co.jp/wdlc/hero-daddy/
 

■ 新製品の詳細なスペック

[ PC本体 ]

製品型番 Lm-i300S-P22MT

OS Windows®7 Home Premium (32bit)

プロセッサー
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500

 （3MB L2キャッシュ/2.93GHz/1066MHz FSB）

メインメモリ デュアルチャネルDDR2 4GB PC2-6400 （2GBx2/最大4GB）

HDD Serial-ATAII 500GB

チップセット インテル® G31 Express チップセット

グラフィック NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB

ドライブ DVD±R 2層書き込み対応DVDスーパーマルチドライブ

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 Windows® マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶　iiyama PLT2250MTS

内部拡張スロット PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロットx1（空きx1）、PCIスロットx2（空きx2）

その他

PS/2キーボード、USBスクロールマウス、外付けスピーカー
 ■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 180(W)×382(D)×373(H) mm

http://pr1.wdlc.jp/
http://www.mouse-jp.co.jp/wdlc/hero-daddy/


保証 1年間無償保証

価格 9万9,750円（税込）

 

[ 液晶モニタ ]

モデル名 ProLite T2250MTS-B

製品型番 PLT2250MTS-B1

タッチパネル

方式 光学カメラ方式

通信方式 USB

ペン入力 ○（収納式タッチペン付属）

保護パネル ガラス（透過率88％）

液晶パネル 
 ※1

サイズ 対角：56cm（22インチ）

最大表示範囲 水平：476.64mm 垂直：268.11mm

画素ピッチ 0.248mm

視野角 左右各85°、上85°、下75°

応答速度 5ms（黒→白→黒）

輝度 260cd/m2（標準）

コントラスト比 1000：1（標準）

表示色 約1670万色

アナログ走査周波数 水平：31～82kHz 垂直：56～75Hz

デジタル走査周波数 水平：31～82kHz 垂直：56～75Hz

ドットクロック 162MHz(最大)

表示可能解像度※2 1920×1080（最大） 2.1MegaPixels

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）

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>

デジタル DVI（Rev.1.0）準拠

入力音声信号 0.5Vrms（最大）

音声入力コネクタ φ3.5ステレオミニジャック

ヘッドホン端子 -



USBハブ -

スィーベル 左右各30°

入力電源 AC100～240V　50/60Hz

消費電力
最大 44W

パワーマネージメントモード時 1W（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) 513（幅）× 419（高）× 263（奥行） mm

重量 kg　(スピーカー、スタンド含む)
6kg

梱包箱サイズ、総重量 575（幅）×224（高）×500（奥行） mm、7.2kg

角度調節範囲 上方向20°、下方向3°

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

信号ケーブル D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/USBケーブル

その他
電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/クイックスタートガイド/

 保証書（クイックスタートガイド裏表紙）/タッチペン（本体に収納付属）

※1 標準：タッチパネル装着時
 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。
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