
 【マイルームモデル】  　【パーソナルパワーモデル】　【3D対応地デジモデル】

ニュースリリース

マウスコンピューター、WDLC Watch PC? 「パソコンも地デジカ」キャンペーン
 第2クール連携製品として、9万円台からの3波対応デジタルチューナー搭載
 デスクトップパソコンを販売開始！

 

～ 『地デジテレビ、Blu-rayディスクレコーダー、最新パソコン』 “1台3役”の地デジパソコン ～

2010.10.08

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、手軽に地上デジタル放送を楽しむことができる「マイルームモデル」1機種、地上

デジタル放送を見ながら快適な作業を可能にする「パーソナルパワーモデル」1機種、3D放送の視聴・録画を楽しむことのできる「3D対応地デジモデル」1機種、計3機種の地上デジタル放送

対応のデスクトップパソコンを発表いたします。

全製品、3波対応地上デジタルテレビチューナーとブルーレイディスクドライブを搭載、さらにフルHD液晶ディスプレイがセットとなり、フルハイビジョン映像を存分に楽しめます。

マウスコンピューターは最先端テクノロジーの製品化を通じて、一人ひとりのこだわりのスタイルに合わせた「地デジパソコン」選びをご提案していきます。

今回発表する製品は、10月8日 12時より、マウスコンピューターWEB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。

特設サイト：http://www.mouse-jp.co.jp/wdlc/watchpc/
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■ 新製品の主なスペック

製品名 OS プロセッサー メモリ

ハー

ドディ

スク

グラフィックス 光学ドライブ テレビチューナー 液晶ディスプレイ 価格

マイルーム

モデル
 Lm-

iS600B-

D3B-P22W

Windows® 7 Home

Premium 64-bit 正

規版

インテル® Core™ i5-

650 プロセッサー

(3.20GHz)

4GB デュアルチャネル

DDR3 PC3-10600 (2GB×2、

最大8GB)

1TB

NVIDIA®

GeForce®

GT220 / 1GB

ブルーレイディスクドライ

ブ (DVDスーパーマルチ

機能付)

3波対応地上デジ

タルテレビチュー

ナー
 (最大2番組同時

録画対応/リモコ

ン付き)

21.5型フルHD液晶ディスプレイ
 iiyama PLE2208HDS-B2

9万

9,750円

（税込）

パーソナル

パワーモデ

ル
 Lm-

i723X2-

D3B-P24W

インテル® Core™ i7-

870 プロセッサー

(2.93GHz)

NVIDIA®

GeForce®

GTS250 / 1GB

24型フルHD液晶ディスプレイ
 iiyama PLE2472HD-B1(ホワイトLED

バックライト搭載)

11万

9,700円

（税込）

3D対応地

デジモデル
 Lm-i720E-

D3B-Z22D

インテル® Core™ i3-

540プロセッサー

(3.06GHz)

NVIDIA®

GeForce®

GT240/1GB

3波対応地上デジ

タルダブルチュー

ナー
 PIXELA PIX-

DT230-PE0（リモ

コン付き）

【3D液晶ディスプレイ】
 21.5型フルHD液晶ディスプレイ

ZALMAN ZM-M215WGD（偏光フィ

ルタタイプ）

14万

9,940円

（税込）

■ 新製品の主な特長

「マイルームモデル　Lm-iS600B-D3B-P22W の特長」
 

　手軽に地上デジタル放送を楽しむことができる「マイルームモデル」は、スリムシャーシを採用することで場所を選ばずに設置可能で、専用リモコンでWindows® Media Centerを操作しなが

ら、セカンドルームや書斎でも手軽に地上デジタル放送を視聴できるモデルです。
 

　製品仕様は、Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版、インテル® Core™ i5-650 プロセッサー、デュアルチャネル 4GBメモリ、大容量1TBハードディスク、ブルーレイディスクドライブ、

Windows® Media Center対応で地上デジタル/BS/110度CSデジタルの3波対応地上デジタルチューナー（ダビング10対応、最大2番組同時録画可能 ※1）を搭載したパソコン本体と、パソコ

ン用途からフルハイビジョン映像まで幅広く楽しめるiiyama 21.5型フル HD液晶ディスプレイ「PLE2208HDS-B2」をセットにした｢Lm-iS600B-D3B-P22W｣が9万9,750円（税込）となります。
 

　BTOにも対応しており、CPUのアップグレード、16GBまでのメモリ増設、大容量2TBまでのハードディスクの容量アップ、24型や27型の大画面液晶ディスプレイへの変更も可能です。

「パーソナルパワーモデル　Lm-i723X2-D3B-P24W の特長」
 

　地上デジタル放送を見ながらパソコンの快適作業を可能にする「パーソナルパワーモデル」は、地上デジタル放送を快適に楽しめることに加えて、デスクトップパソコン本来の高性能・拡張

性を活かした画像処理・映像処理などの専門性の高い作業も幅広く対応し、パワフルに使いこなすモデルです。
 

　製品仕様は、Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版、インテル® Core™ i7-870 プロセッサー、デュアルチャネル 4GBメモリ、大容量1TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® GTS250、

ブルーレイディスクドライブ、Windows® Media Center対応で地上デジタル/BS/110度CSデジタルの3波対応地上デジタルチューナー（ダビング10対応、最大2番組同時録画可能 ※1）を搭載

したパソコン本体と、ホワイトLEDバックライト搭載のiiyama 24型ワイド液晶ディスプレイ「PLE2472HD-B1」をセットにした「Lm-i723X2-D3B-P24W」が11万9,700円（税込）となります。
 

　BTOにも対応しており、CPUのアップグレード、16GBまでのメモリ増設、大容量4TB（2TB×2台）までのハードディスクの変更、SSDの追加、グラフィックカードのアップグレード、USB3.0カー

ドの追加、27型の大画面液晶ディスプレイへの変更も可能です。

「3D対応地デジモデル　Lm-i720E-D3B-Z22D の特長」
 

　3D放送の視聴・録画を楽しむことのできる「3D対応地デジモデル」は、DVDディスクへハイビジョン画質のまま保存できる「AVCREC」形式に対応し、録画した番組はSDカードへのコピー・ム

ーブ/ダビング10も可能です。また、3Dブルーレイソフトの視聴も楽しむことができます。
 

　製品仕様は、Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版、インテル® Core™ i3-540 プロセッサー、デュアルチャネル 4GBメモリ、大容量1TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® GT240、ブ



ルーレイディスクドライブ、3波対応地上デジタルダブルチューナーを搭載したパソコン本体と、3D対応液晶ディスプレイ「ZALMAN ZM-M215WGD」をセットにした「Lm-i720E-D3B-Z22D」が14

万9,940円（税込）となります。
 

　BTOにも対応しており、CPUのアップグレード、大容量4TB（2TB×2台）までのハードディスクの変更、SSDの追加、USB3.0カードの追加も可能です。

全製品に、お住まいの地域に合わせたテレビ情報や、ドラマ・アニメ・映画など、テレビがもっと楽しくなるWDLC｢テレビNaviガジェット｣を標準搭載しています。放送中の番組情報一覧からワ

ンクリックで視聴可能になります。
 

　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。

■ 各製品の同時録画可能数

製品名 地上デジタル ｘ 1 地上デジタル ｘ 2 BS/CSデジタル ｘ 1 BS/CSデジタル ｘ 2 地上デジタル ｘ 1 ＆ BS/CSデジタル ｘ 1

Lm-iS600B-D3B-P22W ○ × ○ × ○

Lm-i723X2-D3B-P24W ○ × ○ × ○

Lm-i720E-D3B-Z22D ○ ○ ○ ○ ○

■ 各製品の同時録画可能数

業界の枠を超えた102社（2010年9月22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。

このたび、2010年4月27日から展開している「パソコンも地デジカ」キャンペーンの第2クールとして、2010年10月1日（金）～2011年3月31日（木）の期間、家族世帯のセカンドルームや単身世

帯などの個室のアナログテレビを地デジ視聴機能搭載のパソコン（以下地デジパソコン）に置き換えることにより、新たな地デジ視聴環境の普及促進と、デジタル放送受信機としてのPCの、

いっそうの認知促進を目的としたキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、すでに開発、運用中のテレビNaviガジェット*1に新機能を投入するほか、テレビの視聴後のパソコン活用

シナリオとして、新たに放送ログ活用サービス*2とのタイアップも実施するなど、新たな利用提案を行います。また、これまでに伝えてきた『地デジテレビ、Blu-rayディスクレコーダー、最新パ

ソコン』の”1台3役”の地デジパソコンの魅力をより多くのお客様に理解していただくため、テレビ番組を視聴しながらのコミュニケーションサービスの楽しみ方*3や、実際のお客様のニーズに

あった「テレビではなくパソコンだからできること」をさまざまなシーンにあわせて訴求することで、地デジパソコンならではの活用シナリオを解りやすく提案していきます。

■ Watch PC?「パソコンも地デジカ」キャンペーンについて

業界の枠を超えた102社（2010年9月22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。

タイトル：　Watch PC?「パソコンも地デジカ」キャンペーン
 

期間：2010年4月27日（火）～2011年7月までのうち、第2クールとして、2010年10月1日（金）～3月31日（木） プロジェクト概要：2011年7月の地デジ放送完全移行に向け、地デジ視聴機能搭

載のパソコンを活用した視聴方法を提案することで、新たな地デジ視聴環境の普及促進と、デジタル放送受信機としてのパソコンの認知促進を目指します。

*1 テレビNaviガジェットについて：株式会社プレゼントキャストが運用する、テレビ局から情報提供を受け、ドラマ、アニメ、本日のオススメ番組などの情報を提供するガジェット。現在放送中の番組の一覧も表示でき、視聴ボ

タンをクリックすることでチューナー搭載のPC（または別売りの対象製品チューナーが接続されたPC）であれば、チューナーが起動され、希望の地上デジタル放送番組を視聴できます。10月より新機能として、「インターネッ

トを利用した見逃し視聴利用促進ガジェット」、「あなたにぴったりの番組をレコメンドしてくれるガジェット」の配信を開始。さらに12月からは「番組に関連する情報を検索するガジェット」も配信予定。

*2 放送ログ活用サービスとのタイアップについて：株式会社ワイヤーアクションが運営する「テレビでた蔵」とのタイアップを実施します。「テレビでた蔵」はテレビ番組で放送された情報をWeb上で、番組終了後にまとめて公

開する情報提供サービス。番組で紹介された店舗や品物、音楽などの情報を、すぐに探すことができる「視聴後」を便利にするサービスです。　テレビでた蔵：http://datazoo.jp/

*3 コミュニケーションサービスとの連携について：株式会社ドワンゴが運営する「ニコニコ実況」や、Twitterの機能を活用した「ピーチク」などのサービスを活用、新しいテレビの見方を提案します。第1クールではサッカーW杯

や夏の高校野球等でテレビ視聴とコミュニケーションを連携した企画を実施、のべ35,000人を超える利用者がありました。

http://datazoo.jp/


WDLC「パソコンも地デジカ」キャンペーンサイト：http://pr1.wdlc.jp/

■ 新製品の詳細スペック

製品型番 Lm-iS600B-D3B-P22W Lm-i723X2-D3B-P24W Lm-i720E-D3B-Z22D

OS Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版

プロセッサー
インテル® Core™ i5-650 プロセッサー

 (256KBx2 L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ/3.20GHz)

インテル® Core™ i7-870 プロセッサー
 (256KBx4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.93GHz)

インテル® Core™ i3-540 プロセッサー
 (256KBx2 L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ/3.06GHz)

メインメモリ 4GB デュアルチャネル DDR3-SDRAM (2GB×2/最大8GB)

ハードディスク 1TB シリアル ATAII

チップセット インテル® HM55 Express チップセット

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB NVIDIA® GeForce® GTS250 / 1GB NVIDIA® GeForce® GT240 / 1GB

光学ドライブ ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能付)

テレビチューナー

3波（地上デジタル/BS/110度CSデジタル）対応
 地上デジタルチューナー/リモコン付

 （最大2番組同時録画対応）

3波（地上デジタル/BS/110度CSデジタル）対応地上デジタ

ルダブルチューナー x2/リモコン付
 PIXELA PIX-DT230-PE0

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

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x2（空きx1）、PCIスロットx1（空きx1）

PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロッ

トx2（空きx1）、PCIスロットx1（空きx1）

PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロッ

トx2（空きx1）、PCIスロットx1（空きx1）

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)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●DVIポートx1(背面x1)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）●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)

-
3D偏光メガネ

 （Glassタイプ x1、Clipタイプ x1）

サイズ 100(幅)×393(奥行き)×364(高さ) mm 180(幅)×382(奥行き)×373(高さ) mm

液晶ディスプレイ
21.5型フルHD液晶ディスプレイ

 iiyama PLE2208HDS-B2

24型フルHD液晶ディスプレイ
 iiyama　PLE2472HD-B1

 (ホワイトLEDバックライト搭載)

【3D液晶ディスプレイ】
 21.5型フルHD液晶ディスプレイ

 ZALMAN ZM-M215WGD（偏光フィルタタイプ）

保証 1年間無償保証

価格 9万9,750円(税込) 11万9,700円(税込) 14万9,940円(税込)

※電波や同時起動ソフトウェアの状況により、コマ落ちが発生することがあります。

※デジタル放送を視聴するには、モニタに付属のDVI-Dケーブルとオーディオケーブルを接続しご使用ください。

※サウンドはアナログ出力のみに対応します。

※地上デジタル放送の視聴には、地上デジタル対応アンテナが必要です。

※ケーブルテレビのデジタル放送送信サービスについては、ご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

 

http://pr1.wdlc.jp/


http://www.mcj.jp/

