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マウスコンピューター、発表されたばかりの最新プロセッサー
AMD クアッドコア A10-7850K APU 搭載パソコンを 5万円台から!!

～ 4 基の CPU と 8 基の GPU を搭載、3D グラフィックスゲーム向けの API「Mantle」(マントル)に対応 ～

2014.01.14

マウスコンピューターTOP > 最新プロセッサー AMD クアッドコア A10-7850K …
Like 0 ツイート 0

LUV MACHINES シリーズ LUV MACHINES Slim シリーズ

※ 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、発表されたばかりの最新プロセッサー
AMD クアッドコア A10-7850K APU を搭載するデスクトップパソコンを販売します。

今回発表する新製品はミニタワーパソコン「LUV MACHINES シリーズ」、幅 10cm のスリムパソコン「LUV MACHINES Slim シリーズ」より、デス
クトップモデル 2 機種を発表します。今回発表する機種は、1 月 14 日 15 時 00 分より、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、及び販売を開始します。

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

Lm-AR310S
AMD A10-

7850K APU
AMD Radeon™ R7 シリ
ーズ グラフィックス

8GB DDR3
PC3-12800 500GB

SATAIII
7200rpm

AMD A78 FCH
チップセット

DVD スーパーマ
ルチドライブ

ミニタワー
Windows 8.1

64 ビット
5万9,850円 
（税込）

Lm-ARS210S 4GB DDR3
PC3-12800

スリム

LUV MACHINES 製品ページ

LUV MACHINES SLIM 製品ページ

新製品の特長

最新 APU A10-7850K を搭載。3D グラフィックスゲーム向けの API「Mantle」(マントル)に対応

最新 APU AMD A10-7850K は Kaveri(カヴェリ、開発コードネーム)にモデルチェンジし、4 基の CPU と 8 基の GPU の合計 12 基の汎用演算コアを
搭載し APU グラフィックスにRadeon™ R7 シリーズ グラフィックスを採用、3D グラフィックスゲーム向けの API「Mantle」(マントル)に対応する
事で、Mantle に対応したゲームエンジンにて飛躍的にパフォーマンスが向上します。※ Mantle については今後のドライバーバージョンアップデート
にて対応予定となります。

BTO に対応し、使用用途に合わせてカスタマイズ可能！

BTO に対応し、OS は Windows 8.1 と Windows® 7 から選択が可能となり、ご利用頂く環境にあわせたオペレーティングシステムをお選び頂く事が
可能です。 ストレージ容量はハードディスクモデルは最大 4TB、SSD は最大で 1TB のカスタマイズが可能で、各種周辺機器の同時購入も可能です。

新製品の詳細スペック

製品型番 Lm-AR310S Lm-ARS210S

OS Windows 8.1 64 ビット

プロセッサー
AMD クアッドコア A10-7850K APU 

(4コア / 3.7GHz / TC 時最大 4.0GHz / 4MB L2キャッシュ)

グラフィックス AMD Radeon™ R7 シリーズ グラフィックス

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

(8GB×2)) ※
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 AMD A78 FCH 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×16 スロット×1 (空き×1)、PCI Express×4 スロット×1 (空き×1)、PCI Express×1 スロット×1 (空き×1)、PCI スロット×1 (空

き×1)

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/キーボードポート×2 (背面×2) ●USB 2.0 ポート×2 (背面×2) ●USB 3.0 ポート×4 (前面×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)

電源 350W 300W 80PLUS® BRONZE

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

保証期間 1年間無償保証

価格 5万 9,850円（税込）

※ LM-RA310S のメモリ容量は 4GB→8GB へ無償アップグレードとなります。

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。※
AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.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。※
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