
ニュースリリース

マウスコンピューター、リビング設置型パソコン「LUVLIB (ラヴリブ)」シリーズを新発売！
 HDMI接続による大型テレビとの接続と、DLNA対応機器との接続によるパソコンの利用シーン拡大を提案

～ AVラックに収まる省スペース性と、データの保存領域を大きく確保するための拡張性、
 

アルミフロントパネル採用による高級感を兼ね備えた至高の一品！！ ～

2011.09.26

LUVLIB (ラヴリブ) シリーズ

※画面はイメージです。

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、HDMI接続による大型テレビとの接続と、DLNA対応機器との接続によるパソコン

の利用シーン拡大を提案する、リビング設置型パソコン「LUVLIB (ラヴリブ)」シリーズを発売開始します。

今回発表する新製品は、9 月 26 日(月） 15 時より、マウスコンピューターWEBサイト、マウスコンピューターダイレクトショップ、電話通販窓口にて、受注を開始します。

マウスコンピューターは、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。
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新製品の概要

幅 430mm × 高さ 99.5mm (インシュレーター使用時 109.5mm) × 奥行 327.6mm を実現し、AVラックに収まる省スペース性と、データの保存領域を大きく確保するための拡張性、アルミフ

ロントパネル採用による高級感を兼ね備えた「LUVLIB (ラヴリブ)」シリーズとして、省電力CPUとなるインテル® Core™ i3-2120T プロセッサー、4GBメモリ、2TBハードディスク（5400rpm /

SerialATAII接続）、DVDスーパーマルチドライブ、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版 を搭載し、最大 10m の動作距離を実現したワイヤレスキーボード「Logicool® K360」

とワイヤレスマウス「Logicool® M515DS」を同梱した「LUVLIB i100B」が9万9,750円。「LUVLIB i100B」をベースに、大容量8GBメモリ、ブルーレイディスクドライブを搭載した「LUVLIB i100S」

が11万9,700円。「LUVLIB i100S」をベースに、地上デジタル、BS、110°CS放送のW(ダブル）録画が可能な3波対応地上デジタルチューナーを搭載した「LUVLIB i100X」が13万9,860円となり

ます。
 

※HDMIケーブルは同梱されません。

今回発売する製品はBTOに対応しており、お客様の用途に応じて、SSDの搭載や、大容量ハードディスクへの変更などのカスタマイズが可能です。また、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 メモリ チップセット ハードディスク 光学ドライブ グラフィックス OS デジタルチューナー 価格

LUVLIB

i100B

インテル® Core™ i3-

2120T プロセッサー

4GB DDR3

PC3-10600

インテル® H61

Express チップセッ

ト

2TB シリアル

ATA II

(5400rpm)

DVDスーパー

マルチドライブ

インテル® HD グ

ラフィックス 2000

Windows® 7 Home Premium

with SP1 64ビット 正規版

-

9万9,750

円（税込）

LUVLIB

i100S 8GB DDR3

PC3-10600

ブルーレイディ

スクドライブ

11万9,700

円（税込）

LUVLIB

i100X

3波(地デジ/BS/110度CS)対応 デジタル

ダブルチューナー (リモコン付き)

13万9,860

円（税込）

LUVLIB (ラヴリブ) シリーズ 販売ページ

新製品の特長

<< AVラックにすっきりと収まる省スペース性と高級感の両立 >>

幅 430mm × 高さ 99.5mm (インシュレーター使用時 109.5mm) × 奥行 327.6mmの省スペース設計で、AVラックにすっきりと収まります。また、リビングに設置しても違和感なく馴染む高級

感をコンセプトに、5mm 厚のアルミフロントパネルと、2mm 厚のアルミ天板カバーを採用。他には見受けられない素材の厚みが高級感を引き立てます。

https://www-test.mouse-jp.co.jp/abest/luvlib/


 

 

<< 省スペースなのに高い拡張性を実現 >>

省スペースを実現しつつも、大容量の3.5インチHDDを 2台、SSD を1台搭載可能な拡張性を設けています。また、USB3.0×2・USB2.0×6を搭載し、HDMIも標準搭載！さらには、ブルーレイ

搭載モデル・地デジ搭載モデル等のバリエーションも豊富なラインアップを揃えています。



 

<< リビングに設置しても気にならない制振性を実現する強固なシャーシ剛性 >>

5mm 厚のアルミフロントパネルと、2mm 厚の天板カバー、樹脂成型部品を使わないスチールだけで作られたシャーシなので、剛性が高く、振動を抑制します。また、携帯電話やデジタルカ

メラにも使用されている、衝撃吸収性に優れた、 「PORON」の制振ワッシャーも採用し、更に制振性を高めています。

 

<< リビングでの操作に便利な周辺機器が付属 >>

テーブルやソファーの上でも場所を気にせず操作可能なワイヤレスキーボードと、ワイヤレスマウスが標準で付属します。

キーボード：Logicool® K360
 

コンパクトなためスペースを取らず、快適な入力が可能です。

Logicool® K360 製品詳細　

http://www.logicool.co.jp/ja-jp/keyboards/keyboard/devices/8188


マウス：Logicool® M515DS
 

ソファー、クッション、洋服の上でも快適に操作できます。たった一度のホイール 操作で、長いウェブページも簡単にナビゲートできます。

Logicool® M515DS 製品詳細　

 

<< HDMI搭載により、リビングのテレビに接続して、大画面でパソコンを楽しめる >>

リビングのテレビに接続し、大画面でのインターネットや、DVD/ブルーレイの再生、オーディオの保存/再生、地上デジタル放送の録画など、データを取りためるだけの「NAS」には真似でき

ない、「パソコンならでは！」を楽しめます。

<< 録り貯めた音楽や地デジ放送を、離れた部屋でも楽しめる >>

最大約 5TB ※1もの保存領域を構築できる「LUVLIB (ラヴリブ)」に大量の音楽データや地デジ放送※2を録り貯めて、ネットワーク対応アンプや、DTCP-IP対応テレビを経由して離れた部屋

でもコンテンツを楽しむことができます。

http://www.logicool.co.jp/ja-jp/mice-pointers/mice/devices/7759


 

※1 SSD＋2TB/HDD＋3TB/HDDの構成をご注文時に選択して頂いた場合。

※2 デジタルチューナーの搭載が必要になります。

<< スマートフォンやタブレットPCで、音楽データの再生指示ができる >>

ネットワークオーディオやネットワーク対応アンプをお持ちの方は、スマートフォンやタブレットPCから「LUVLIB (ラヴリブ)」に保存してある音楽データにアクセスし、TVの画面をつけることな

く音楽データの再生指示ができます。

また、ネットワークオーディオやネットワーク対応アンプをお持ちでない方も、「LUVLIB (ラヴリブ)」の Windows® Media Player 12 を起動しておけば、スマートフォンやタブレットPCからアクセ

スし、音楽データの再生指示ができます。



ネットワーク対応プレーヤーをお持ちの場合
 

 ネットワーク対応プレーヤーをお持ちでない場合
 

※ 「LUVLIB（ラヴリブ）」が起動されている必要があります。

※ アンプ内蔵スピーカー、またはアンプを経由してスピーカーに繋ぐ必要があります。

※ スマートフォンやタブレットPCに対して、対応するソフトウェアのインストールが必要です。

<< 検証環境 >>

メーカー：TOSHIBA　機種名：REGZA　42ZG1　内容：デジタル放送の録画番組閲覧　接続確認結果：○

メーカー：YAMAHA　機種名：NP-S2000　内容：音楽データの再生　接続確認結果：○

メーカー：YAMAHA　機種名：RX-V771　内容：音楽データの再生　接続確認結果：○

メーカー：PlugPlayer,LLC　機種名：PlugPlayer　内容：音楽データの再生指示　接続確認結果：○

※ 上記一覧は、該当機器との接続を保証するものではありません。　また、全てのDLNA対応機器、DMCソフトウェアとの接続を保証するものではありません。

※ コンテンツの再生・一時停止・早送り・巻き戻しの動作ができるところまでを確認しています。

新製品の詳細スペック



製品型番 LUVLIB i100B LUVLIB i100S LUVLIB i100X

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

プロセッサー インテル® Core™ i3-2120T プロセッサー (デュアルコア/2.60GHz/3MB スマートキャッシュ)

チップセット インテル® H61 Express チップセット

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-10600 (4GBｘ1/最大8GB (4GBx2)) 8GB DDR3 PC3-10600 (4GBｘ2/最大8GB (4GBx2))

ハードディスク 2TB シリアルATAII (5400rpm)

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ
 (DVD-R DLx12/DVD-RWx13/DVD+R

DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-

Rx48/CD-RWx40/CD-ROMx48/DVD-ROMx22)

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)
 (BD-R x10/BD-R DLx8/BD-RE x2/BD-RE DLx2/BD-ROM x10/BD-ROM DLx8/DVD-R　DLx4/DVD-RWx6/DVD+R

DLx8/DVD+RWx8/DVD±Rx16/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx24/CD-ROMx40/DVD-ROMx16)

カードリーダー
マルチカードリーダー

 ［対応メディア：SDメモリーカード(SDHC 含む)、メモリースティック(Pro含む)、マルチメディアカード、xDピクチャーカード］

グラフィックス インテル® HDグラフィックス 2000 (インテル® Clear Video HD テクノロジー対応)

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

デジタルチューナー -
3波(地デジ/BS/110度CS)対応 デジタルダブルチューナー

(リモコン付き)

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

トx1（空きx0）

拡張ベイ 5インチベイx1（空きx0）、3.5インチシャドウベイｘ2（空きｘ1）、2.5インチシャドウベイx1(空きx1）

その他

■付属ハードウェア：Logicool® Wireless Keyboard K360、Logicool® Couch Mouse M515（ダークシルバー）

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1)●USB2.0ポートx5(前面x1/背面x4)●USB3.0ポートx2(背面x2)●HDMIポートx1(背面x1) ●D-subポートx1(背面x1) ●ライ

ン入力(ステレオミニジャック メス)、マイク入力(モノラルミニジャック メス)、リアスピーカー出力(ステレオミニジャック メス) ●光デジタルオーディオ出力端子x1 (角型/ 背面×1)●LANポ

ートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

電源 220W

ディスプレイ オプション

サイズ 430(幅) x 327.6(奥行き) x 99.5(高さ)（インシュレーター使用時109.5） mm

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） 13万9,860円（税込）

※ 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。



http://www.mcj.jp/

