ニュースリリース
マウスコンピューター、8万円台からの第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサー と
NVIDIA® GeForce® GT555M、15.6型フルHD液晶搭載のハイパフォーマンスノートPCを販売開始!!
～ カーボディをイメージさせるシルバーデザインと、指紋認証やサブウーファーを搭載する多機能ノートPC ～
2011.07.27

LuvBook K シリーズ正面

※画面はイメージです。

LuvBook K シリーズ背面

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、第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサーと NVIDIA® GeForce® GT555M 搭載
の 15.6型 フルHD光沢液晶のハイパフォーマンスノートPCの販売を開始します。今回発表する新製品は、7月28日（木）15時00分より、マウスコンピューターWEBサイト、ダイレクトショップにて
受注及び、販売を開始します。
マウスコンピューターは、今後も幅広いラインアップでお客様の多様なニーズにお応えします。

新製品の概要
今回発表する新製品「LuvBook K シリーズ」は、1920×1080ドットの広大な表示領域を持つ 15.6型 フルHD光沢液晶と、NVIDIA® GeForce® GT555M を搭載し、3DCG ゲームやアプリケー
ション、動画の編集作業などを快適に行うことができます。天板とキーボード面にはシンプルなカーボディをイメージさせる仕上げとなっており、標準で指紋認証、サブウーファー、IEEE
802.11b/g/n 対応無線LAN、Bluetooth® V3.0 +HS、USB3.0 を2ポート、130万画素のWEBカメラなど、充実のインターフェイスを搭載しています。

ラインアップは インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー、8GBメモリ、500GBハードディスク、インテル® HM65 Express チップセット、NVIDIA® GeForce® GT555M、DVDスーパーマルチド

「LB-K800B」が8万9,880円、「LB-K800B」をベースに インテル® Core™ i7-2720QM プロセッサ
ー、750GBハードディスクに変更した「LB-K800S」が9万9,750円、「LB-K800B」をベースに インテル® Core™ i7-2820QM プロセッサー、750GBハードディスクに変更した「LB-K800X」が11万
9,700円、「LB-K800B」をベースに インテル® Core™ i7-2820QM プロセッサー、1TBハードディスク、ブルーレイ ディスク ドライブ に変更した「LB-K800X2」が12万9,990円となります。
ライブを搭載し、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版 をプリインストールした

どちらのモデルも、BTOに対応しており、ストレージをSSDに変更などのカスタマイズが可能となり、各種周辺機器の同時購入も可能です。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。 ※年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

新製品の主なスペック
製品名

プロセッサー

LB-K800B

インテル® Core™ i72630QMプロセッサー

LB-K800S

インテル® Core™ i72720QM 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

無線LAN

Bluetooth®

ディスプレイ

OS

500GB シ
リアル
ATA

8GB DDR3
PC3-10600

LB-K800X
インテル® Core™ i72820QM プロセッサー
LB-K800X2

750GB シ
リアル
ATA

1TB シリ
アルATA

価格
8万9,880
円（税込）

NVIDIA® GeForce®
GT555M (ビデオメモリ
1GB)

DVDスーパー
マルチドライブ

IEEE802.11
b/g/n 対応

Bluetooth® V3.0
+HS 準拠モジュール

15.6型フルHD光沢
液晶 (1920x1080)

Windows® 7 Home Premium
with SP1 64ビット 正規版

9万9,750
円（税込）
11万9,700
円（税込）

ブルーレイディ
スクドライブ

12万9,990
円（税込）

LuvBook K シリーズ 販売ページ

新製品の特長
15.6型 フルHD光沢液晶搭載、インテル® Core™ i7 プロセッサーとNVIDIA® GeForce® GT555M でグラフィックスアプリケーション処理も快適に
第2世代インテル® Core™ i7プロセッサーと、NVIDIA® GeForce® GT555Mを搭載しているので、3DCGのゲームや、動画の編集、エンコードなどに最適です。また、15.6型フルHDの液晶で、
広い画面での事務作業や、フルハイビジョンの動画もストレスなく楽しむことができます。

NVIDIA® Optimus™ テクノロジ に対応し、パフォーマンスとバッテリー駆動時間の両立が可能
NVIDIA® Optimus™ テクノロジは、グラフィックスの負荷に応じて自動的に NVIDIA® GeForce® GT555M と、CPUに統合された インテル® HD グラフィックス 3000 に切り替えます。これによ
り、優れたパフォーマンスと、省電力によるバッテリー駆動時間の維持の両立を可能にします。

無線LAN、USB3.0、Bluetooth®、WEBカメラなど充実のインターフェイスを搭載
IEEE802.11b/g/n 対応無線LAN、USB3.0ポートx2、Bluetooth® V3.0 +HS など、充実のインターフェイスを搭載しています。対応した多くの周辺機器を使用することが可能です。また、130万
画素のWEBカメラも標準で搭載しているので、外部カメラを付けることなく、ビデオチャットなども可能です。

サブウーファーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現
サブウーファーを搭載し、迫力のある重低音を実現します。迫力のあるサウンドを実現し、美しいフルHDの映画などの鑑賞に最適です。

指紋認証機能でプライバシーの保護や複数人での使用に安心！
一度指紋の登録をすれば、次回ログインするときから指紋認証が有効になります。複
数のアカウントに指紋が登録されている場合には自動的に指紋に対応したユーザーとし
て、ワンタッチでログインできます。

省電力モード、超省電力モードなど、状況に合わせて電力モードを簡単に設定可能
ファンクションキーとの組み合わせで省電力モード、超省電力モード、バランスモード、
高パフォーマンスモードに切り替えが可能です。使用状況や環境に応じて、簡単にモー
ドの変更ができます。

簡易仮想デスクトップ機能を搭載し、使用中のアプリケーションをまとめて切り替え可能！

※ スタートメニュー、背面壁紙、及びデスクト
ファンクションキーとの組み合わせで、4種類の仮想デスクトップをそれぞれ表示できる
ップの配列、アイコンは共有となります。
※ ご使用環境やご使用状況により正常に動 ので、複数のアプリケーションの表示を簡単に切り替えが可能です。
作しないアプリケーションもございます。

カーボディをイメージさせるシンプルで都会的なデザインで個性を彩る

シルバーを基調としたシンプルで都会的なデザインで、カーボディをイメージさせるス
タイリッシュな端麗ボディに、渾身のパフォーマンスを詰め込んだ、シンプルに美しい、マ
ルチに使えるフルハイビジョンノートPCです。

新製品の詳細スペック
製品型番

LB-K800B

LB-K800S

OS

プロセッサー

インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー
(クアッドコア/2.00GHz/TB時最大
2.90GHz/6MB スマートキャッシュ/HT対応)

インテル® Core™ i7-2720QM プロセッサー
(クアッドコア/2.20GHz/TB時最大
3.30GHz/6MB スマートキャッシュ/HT対応)

インテル® Core™ i7-2820QM プロセッサー
(クアッドコア/2.30GHz/TB時最大3.40GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応)

8GB DDR3 PC3-10600（4GBx2 最大8GB（4GBｘ2））
500GB シリアルATA

750GB シリアルATA

チップセット

インテル® HM65 Express チップセット

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GT555M (ビデオメモリ 1GB)

光学ドライブ

LB-K800X2

Windows®7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版

メインメモリ
ハードディスク

LB-K800X

DVDスーパーマルチドライブ
（DVD±R 2層書込みx4/DVD±Rx8倍速/DVD+RWx8倍速/ DVD-RWx6倍速/DVD-RAMx5倍速/CD-Rx24倍速/CD-RWx24倍速/DVDROMx8倍速/CD-ROMx24倍速/ライティングソフト、DVD再生ソフト付属）

1TB シリアルATA

ブルーレイディスクドライブ（スーパーマルチ
機能付き）
（BD-R x4/BD-REx2/BD-ROM
x8/DVD±R DLx4/DVD+RWx8/DVDRWx6/DVD-RAMx5/DVD±Rx8/CDRx24/CD-RWx16/DVD-ROMx8/CDROMx24）

カードスロット

マルチカードリーダー
［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC※,SDHC 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo 含む)、マルチメディアカード］

WEBカメラ

130 万画素WEB カメラ

無線LAN

IEEE802.11 b/g/n対応

Bluetooth®

Bluetooth® V3.0 +HS 準拠モジュール

ディスプレイ

15.6型 フルHD光沢液晶ディスプレイ (1920x1080)

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

その他

テンキー付日本語キーボード、タッチパッド

製品型番

LB-K800B

LB-K800S

LB-K800X

LB-K800X2

■I/O ポート：●USB3.0 ポートx2（右側面 x2）●USB2.0 ｘ2（左側面 x2）●ディスプレイ（D-sub）出力ポートx1（右側面）●HDMI 出力ポートx1（右側面）●サウンド ヘッドフォンx1、マイク
インx1 （右側面x各1）●LAN ポートx1 10/100/1000Mbpsギガビット LAN （左側面）
バッテリー

内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V （ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 120W）

バッテリー駆動時間

約4.3時間

サイズ

383（幅） x 262（奥行き） x 37.8（高さ） mm (突起物除く/バッテリー装着時)

重量

約2.65kg

保証

1年間無償保証

価格

8万9,880円（税込）

9万9,750円（税込）

11万9,700円（税込）

※ SDXCの転送速度は、SDHCの転送速度と同等になります。

※
※
※
※
※

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。
画像はイメージです。

12万9,990円（税込）

