
LUV MACHINES シリーズ LUV MACHINES Slim シリーズ MDV ADVANCE シリーズ

ニュースリリース

マウスコンピューター、第 4 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載の
 デスクトップPC を 2013年 6月 2日 0時 1分より販売開始！

～ 5万円台からの第 4 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載モデルをラインアップ ～

2013.06.02

※ 画像はイメージです。ディスプレイは別売りです。

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、最新の第 4 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載するデスクトップパソコン

の販売を発表します。

今回発表する新製品は幅 10cm のスリムパソコン「LUV MACHINES Slim シリーズ」、ミニタワーパソコン「LUV MACHINES シリーズ」、ハイパフォーマンスミドルタワーパソコン「MDV

ADVANCE シリーズ」から発売し、2013年 6月 2日(日)午前 0時 1分より、マウスコンピューターWebサイト、同日午前 10 時より電話通販窓口で、受注を開始。2013年 6月 2日(日) マウスコン

ピューター各ダイレクトショップにて各店舗の開店時間に合わせ、受注、及び販売を開始します。また、今回発表するパソコン以外でも、多数の製品はラインアップいたします。

マウスコンピューターは、今後も最新のテクノロジーと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。

新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー グラフィックス メモリ
ハードディ

スク
チップセット 光学ドライブ タイプ OS 価格
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高級感のあるブラックを基調とし、シルバーのラインがアクセントとなるデザイ

ンで、SSD＆ハードディスクのツインドライブ構成や、大型のグラフィックスボード

搭載の製品もラインアップ。優れたコストパフォーマンスを兼ね備えます。第 4

世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載し、5万円台からの低価格を実現。

製品名 プロセッサー グラフィックス メモリ
ハードディ

スク
チップセット 光学ドライブ タイプ OS 価格

Lm-

HH500E

インテル® Core™ i5-4430 プロ

セッサー
インテル® HD グラフィックス 4600

8GB DDR3 PC3-

12800

500GB

インテル® H87 Express チッ

プセット

DVDスーパーマルチ

ドライブ

ミニタワ

ー

Windows 8 64

ビット

5万9,850

円
 

（税込）

Lm-

GH500X

インテル® Core™ i7-4770 プロ

セッサー

NVIDIA® GeForce® GTX650 (ビデオ

メモリ 1GB)
1TB

8万9,880

円
 

（税込）

Lm-

HSH400S
インテル® HD グラフィックス 4600 500GB スリム

7万9,800

円
 

（税込）

MDV-

GZ7000S

NVIDIA® GeForce® GTX660 (ビデオ

メモリ 2GB)

16GB DDR3 PC3-

12800
2TB

インテル® Z87 Express チッ

プセット

ミドルタ

ワー

11万

9,700円
 

（税込）

LUV MACHINES シリーズ 販売ページ

LUV MACHINES Slim シリーズ 販売ページ

MDV ADVANCE シリーズ 販売ページ

新製品の特長 (共通)

最新の第 4 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載

最新の 22nm プロセス技術を採用した第 4 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。インテル・ターボブースト・テクノロジー 2.0 に対応したクアッドコアプロセッサーとなり、CPU の負荷

に応じてクロックを自動で引き上げます。また、第 4 世代インテル® Core™ i7 プロセッサーはインテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応しており、8スレッドの並行処理を可能とし

ます。また、強化されたインテル® HD グラフィックス 4600 は Direct®X11.1 に対応、4K2K などの高解像度の表示やオンボード出力で 3画面モニタなどもサポートします※。

※ プロセッサー統合グラフィックスを使用する場合は、マザーボード側のポートにディスプレイを接続する必要があります。

新製品の特長 (LUV MACHINES シリーズ)

幅の広い製品ラインアップで、最新プロセッサーを搭載し、5万円台から
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横幅 10cm、縦置き・横置きが可能なスリムタイプなパソコンながら、SSDとハ

ードディスクの同時搭載も可能です。大容量ハードディスク・大容量メモリの選択

などカスタマイズ性にも優れ、部屋のインテリアなどに合わせてブラックとホワイ

トのカラー選択が可能です。

新製品の特長 (LUV MACHINES Slim シリーズ)

拡張性や、利便性を重視した使い勝手の良いスリムパソコン



最大で 1000W の高出力電源が搭載可能で拡張性に優れたミドルタワーパソ

コン。フロントメッシュや水冷 CPU クーラー、さらに大型のグラフィックスボードを

搭載可能で、パワーユーザーにも、納得のカスタマイズを実現させます。

フロントインターフェイスは USB3.0 やマルチカードリーダーも標準搭載。対応

する周辺機器によりアクセスしやすくなります。

新製品の特長 (MDV ADVANCE シリーズ)

シンプルデザインのフロントパネルに拡張性に優れたタワーパソコン

新製品の詳細スペック

LUV MACHINES シリーズ

製品型番 Lm-HH500E Lm-GH500X

OS Windows 8 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-4430 プロセッサー

 
(4コア/3.00GHz/TB時最大3.20GHz/6MBキャッシュ)

インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー
 

(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4600 NVIDIA® GeForce® GTX 650 (ビデオメモリ 1GB)

メインメモリ 8GB DDR3 PC3-12800 (4GBx2/デュアルチャネル)/ 最大32GB (8GBx4)

ハードディスク 500GB SerialATAIII 7200rpm 1TB SerialATAIII 7200rpm



製品型番 Lm-HH500E Lm-GH500X

チップセット インテル® H87 Express チップセット

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

拡張スロット PCI Express x16スロットx2（空きx2）、PCI Express x1スロットx2（空きx2） PCI Express x16スロットx2（空きx1※）、PCI Express x1スロットx2（空きx2）

その他

付属ハードウェア：PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス

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x4 (背

面) ●USB3.0ポートx4 (前面 x2/背面x2) ●DVIポートx1 (背面) ●D-Subポートx1 (背

面) ●DisplayPort 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) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN

(背面x1)

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x4 (背

面) ●USB3.0ポートx4 (前面 x2/背面x2) ●DVIポートx2 (背面) ●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) ●LANポートx1

10/100/1000MbpsギガビットLAN (背面x1)

電源 350W 500W

サイズ 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 5万9,850円（税込） 8万9,880円（税込）

※ グラフィックスボードによりスロットが占有されます。

LUV MACHINES Slim シリーズ

製品型番 Lm-HSH400S

OS Windows 8 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー

 
(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4600

メインメモリ 8GB DDR3 PC3-12800 (4GBx2/デュアルチャネル)/ 最大32GB (8GBx4)

ハードディスク 500GB SerialATAIII 7200rpm

チップセット インテル® H87 Express チップセット

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

カードリーダー マルチカードリーダー

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ



製品型番 Lm-HSH400S

拡張スロット PCI Express x16スロットx2（空きx2）、PCI Express x1スロットx4（空きx4）

その他

付属ハードウェア：PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス

I/Oポート：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x4 (背面) ●USB3.0ポートx4 (前面 x2/背面x2) ●DVIポートx1 (背面) ●D-Subポート

x1 (背面) ●DisplayPort 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) ●LANポートx1 10/100/1000Mbpsギガビット

LAN (背面x1)

電源 300W

サイズ 100(幅) x 393(奥行き) x 364(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 7万9,800円（税込）

MDV ADVANCE シリーズ

製品型番 MDV-GZ7000S

OS Windows 8 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー

 
(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX660 (ビデオメモリ 2GB)

メインメモリ 16GB DDR3 PC3-12800 (8GBx2/デュアルチャネル)/ 最大32GB (8GBx4)

ハードディスク 2B SerialATAIII 7200rpm

チップセット インテル® Z87 Express チップセット

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

カードリーダー マルチカードリーダー

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

拡張スロット PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x4スロットx1（空きx1）、PCI Express x1スロットx3（空きx3 ）

その他

付属ハードウェア：PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス

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x6 (背面x6) ●USB3.0ポートx4 (前面 x2/背面x2) ●DVIポートx2 (背面) ●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) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN (背面x1)

電源 500W (80PLUS® GOLD)

サイズ 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm



製品型番 MDV-GZ7000S

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 11万9,700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。

https://www.mcj.jp/

