
LUV MACHINES シリーズ LUV MACHINES Slim シリーズ MDV ADVANCE シリーズ m-Book W シリーズ

ニュースリリース

マウスコンピューター、Windows 8.1 搭載の最新パソコンを予約販売開始!!

～ デスクトップパソコン、ノートパソコン、タッチ対応モニタセットパソコンをラインアップ ～

2013.10.10

※ 画像はイメージです。デスクトップパソコンの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、Windows 8.1 を搭載したデスクトップパソコン／ノートパソコンを予約販売を開始

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」、「m-Book W シリーズ」、「MDV ADVANCE シリ

ーズ」から発売し、10月 10日 15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予約を開始します。納品は 10月 18日以降順次行います。

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

LUV MACHINES / LUV MACHINES Slim シリーズ

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 モニタ タイプ OS 価格

Lm-

iH300B

インテル® Core™ i3-4130 プ

ロセッサー

インテル® HD グラフィッ

クス 4400

4GB 500GB インテル® H81 Express チ

ップセット

DVDスーパーマルチ

ドライブ

- Windows 8.1 64

ビット
ミニタワ

ー

4万

9,980円
 

（税込）
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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™ i3 プロセッサーを搭載し、4 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 モニタ タイプ OS 価格

Lm-

iHS200B

スリムタ

ワー

5万

2,920円
 

（税込）

Lm-

iH300S-

P23T(タッ

チ液晶セッ

ト)

インテル® Core™ i5-4440 プ

ロセッサー

インテル® HD グラフィッ

クス 4600

23 型 IPS 10 点マルチタッチ

対応モニタ

ミニタワ

ー

9万

9,750円
 

（税込）

MDV ADVANCE シリーズ

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

MDV-

GZ7200B

インテル® Core™ i7-4770 プロセ

ッサー

NVIDIA® GeForce® GTX650 (ビデオメモ

リ 1GB)
16GB 500GB

インテル® Z87 Express チップ

セット

DVDスーパーマルチド

ライブ

ミドルタワ

ー

Windows 8.1 64 ビ

ット

9万9,750

円
 

（税込）

m-Book W シリーズ

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 液晶ディスプレイ OS 価格

MB-W710E
インテル® Core™ i3-4000M プ

ロセッサー

NVIDIA® GeForce® GTX760M (ビデオ

メモリ 2GB)
4GB 500GB

インテル® HM87 Express チ

ップセット

DVDスーパーマルチ

ドライブ

17.3 型フル HD ノン

グレア

Windows 8.1 64

ビット

8万

9,880円
 

（税込）

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、4 万円台から



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



ハードディスクの脱着が容易に行える専用ハードディスクホルダを内蔵する事

で拡張性も豊富な筐体に仕上がり、アップグレードに備えるパワーユーザーにも

納得のカスタマイズ、アクセスを実現。BTO カスタムで標準 CPU クーラーから

水冷クーラーにカスタムする事で発熱をより効率的に外部に排出する事が可能

となります。

メンテナンスフリーな水冷クーラーは発熱量の高いハイエンドモデルの理想的

な冷却システム構成となります。

※ MDV ADVANCE は全てのモデルで水冷システムを BTO にてお選び頂け

ます。

m-Book W シリーズはフル HD 解像度に対応したノングレア 17.3 型液晶と

NVIDIA® GeForce® GTX760M を搭載。NVIDIA® GeForce® GTX760M は

NVIDIA® Optimus™ テクノロジに対応し、バッテリー寿命とパフォーマンスを両方

の面からサポートします。標準構成にて IEEE802.11b/g/n に対応、更に

「IEEE802.11a」や最新の高速無線 LAN 規格 IEEE 802.1ac(Draft) にカスタマイ

ズにて対応致します。

新製品の特長 (MDV ADVANCE シリーズ)

拡張性に優れたミドルタワーを採用、パワーユーザーにも納得のカスタマイズ性を実現

新製品の特長 (m-Book W シリーズ)

NVIDIA® GeForce® GTX760M とフル HD 対応 17.3 型ノングレア液晶を搭載して 9 万円台から



新製品の詳細スペック

LUV MACHINES / LUV MACHINES Slim シリーズ

製品型番 Lm-iH300B
Lm-iH300S-P23T

 
(タッチ液晶セット)

Lm-iHS200B

OS Windows 8.1 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー

 
(2コア/3.40GHz/3MBキャッシュ/HT対応)

インテル® Core™ i5-4440 プロセッサー
 

(4コア/3.10GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ)

インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー
 

(2コア/3.40GHz/3MB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 4400 インテル® HD グラフィックス 4600 インテル® HD グラフィックス 4400

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-12800 (4GB×1)/ 最大 16GB (8GB×2)

ハードディスク 500GB SerialATAIII (7,200rpm)

チップセット インテル® H81 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×16 スロット×1 (空き×1)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×2)

その他

付属ハードウェア：USB 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×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×2 (背面) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×2) ●DVI ポート×1 (背面) ●D-sub ポート×1 (背面) ●サ

ウンド マイク / ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン / ラインアウト / マイクイン×1 (背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

電源 350W 300W (80PLUS® BRONZE)



製品型番 Lm-iH300B
Lm-iH300S-P23T

 
(タッチ液晶セット)

Lm-iHS200B

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

液晶ディスプレイ -
iiyama ProLite T2336MSC

 
(23 型 10 点マルチタッチ液晶ディスプレイ)

-

保証期間 1年間無償保証

価格 4万9,980円（税込） 9万9,750円（税込） 5万2,920円（税込）

MDV ADVANCE シリーズ

製品型番 MDV-GZ7200B

OS Windows 8.1 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® GTX650 (ビデオメモリ 1GB)

メインメモリ 16GB DDR3 PC3-12800 (8GB×2/デュアルチャネル)/ 最大 32GB (8GB×4)

ハードディスク 500GB SerialATAIII (7,200rpm)

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

 
対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディアカード、xDピクチャーカード

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×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×4 スロット×1 (空き×1)、PCI Express×1 スロット×3 (空き×3)

その他

付属ハードウェア：USB 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×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×6 (背面×6) ●USB 3.0 ポート×4 (前面×2 / 背面×2) ●DVI ポート×2 (背面) ●サウン

ド マイク / ヘッドフォン×1 (前面×1)ラインイン / ラインアウト / マイクイン×1 (背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

電源 500W (80PLUS® GOLD)

サイズ 190(幅)×490(奥行き)×410(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証

価格 9万9,750円（税込）



m-Book W シリーズ

製品型番 MB-W710E

OS Windows 8.1 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー

 
(2コア/2.40GHz/ HT対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX760M (ビデオメモリ 2GB)

メインメモリ 4GB DDR3L PC3-12800 (4GB×1) /最大 16GB (8GB×2)

ハードディスク 500GB Sirial ATAII (5,400rpm)

チップセット インテル® HM87 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 (右側面)

 
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

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

Webカメラ 200万画素

無線LAN IEEE802.11 b/g/n

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ディスプレイ
17.3型 フルHD ノングレア液晶ディスプレイ

 
(LEDバックライト/1,920×1,080)

その他

テンキー付日本語キーボード、タッチパッド

I/O ポート：●USB 3.0 ポート×3 (右側面) ●eSATA ポート×1 (※ USB 3.0 ポートと共用) ●USB 2.0 ポート×1 (左側面) ●D-sub ポート×1 (背面) ●HDMI×1 (右側面) ●

ヘッドホン出力 (左側面)、マイク入力 (左側面) ●LAN ポート×1 ギガビット LAN (右側面)

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 19.5V DC120W）

バッテリー駆動時間 約 3.83 時間

サイズ
 

※折り畳み時/突起物除く
約 413（幅) x 277.5(奥行き) x 44(高さ) mm

重量 約 3.2 kg

保証期間 1年間無償保証

価格 8万9,880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/

