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マウスコンピューター、NVIDIA® GeForce® GTX860M と 17.3 型フル HD ノングレア液晶を搭載した 
ノートパソコンを 10万円台から販売開始！

～ 第 4 世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載でマルチに使えるハイスペックモデル ～
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※ 画像はイメージです。

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、第 4 世代 インテル® Core™ プロセッ
サーと NVIDIA® GeForce® GTX860M を搭載する 17.3 型フル HD 対応ノートパソコンを 10万円台から販売を開始します。

今回発表する新製品は、4月 14日 (月) 15時よりマウスコンピューター Web サイト、電話通販窓口、マウスコンピューター各ダイレクトショップで受
注を開始します。

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。

新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー
メモ
リ

ストレージ グラフィックス ディスプレイ ドライブ OS 価格
(税別)

MB-
W800B

インテル® Core™ i7-
4710MQ プロセッサー

8GB 500GB ハードディスク

NVIDIA® GeForce®
GTX860M / 2GB

17.3 型フル HD ノングレア
液晶 (1,920×1,080)

DVD スーパーマ
ルチドライブ

Windows 8.1
64ビット

10万
9,800
円

MB-
W800S-

SH
16GB

128GB SSD ＋ 500GB
ハードディスク

ブルーレイディ
スクドライブ

12万
9,800
円

MB-
W800X-

SH
24GB

120GB SSD ＋ 1TB ハ
ードディスク

Windows 8.1
Pro 64ビット

14万
9,800
円

MB-
W800X2-

SS

480GB SSD (240GB
SSD×2) (RAID 0)

16万
9,800
円

m-Book W シリーズ 販売ページ

新製品の特長

NVIDIA® GeForce® GTX860M とフル HD 対応 17.3 型ノングレア液晶を搭載して 10万円台(税別)から

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® GTX860M を搭載。システム上でインテル® HD グラ
フィックスとシームレスに切り替えを行うことにより、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。

第 4 世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー、低電圧駆動メモリを採用、システムレベルで省電力化を実現

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」「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」に対
応、バッテリー駆動時や低負荷時は低クロック稼働し消費電力を最低限に抑え、高速処理が必要な時は最大周波数へクロックアップ、使用状況にあわ
せ、適切な動作クロックに自動で変わります。通常の DDR3-SODIMM が 1.5V の駆動に対し 1.35V の低電圧駆動をサポートする DDR3L-SODIMM に
対応、パフォーマンスを犠牲にする事無く、システム全体としての消費電力の抑制に貢献します。

速度 (SSD) と容量 (ハードディスク) を両立するツインドライブ構成で快適なレスポンスを提供

動作速度のニーズに応える SSD と 大容量のニーズに応えるハードディスクを両搭載することでハイレスポンスを実現。 

※ SSD は、-SH,-SS のみ標準搭載となり、SSD 非搭載のモデルはカスタマイズにてお選びいただけます。 

※ SSD ＋ ハードディスク構成の場合、OS は SSD にインストールされます。

音源に Creative 社 Sound Blaster™ を採用、マルチメディアエンターテインメントな一台に

音楽や動画などのサウンド再生に重点をおいた「Creative 社 Sound Blaster™ Cinema」を採用、直感的な操作が可能なユーザーインターフェースに
より、簡単に好みのサウンド再生環境を構築することができ、映像コンテンツや動画サイトを今まで以上にお楽しみ頂けます。

BTO に対応し、使用用途に合わせた幅広いカスタマイズ可能！

BTO に対応し、メモリ容量は最大 24GB 搭載可能、ストレージ容量は最大 2TB(ハードディスク & SSD) のカスタマイズが可能となり、ユーザー一人
一人に合わせたノートパソコンを実現します。 無線 LAN は標準構成にて IEEE802.11b/g/n に対応、更に「IEEE802.11a」や最新の高速無線 LAN 規
格 IEEE 802.11ac にカスタマイズにて対応致します。また各種周辺機器やオフィスソフトの同時購入も可能となります。

Windows® 7 プレインストールモデルもラインアップ

m-Book W シリーズは Windows 8.1 モデルと同価格にて Windows® 7 プレインストールモデルを購入可能です。

新製品の詳細スペック

製品型番 MB-W800B MB-W800S-SH MB-W800X-SH MB-W800X2-SS

OS Windows 8.1 64ビット Windows 8.1 Pro 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (4 コア / 2.50GHz / TB 最大 3.50GHz / HT 対応)

メインメモリ
8GB DDR3L PC3-12800 (4GB×2

枚 最大24GB (8GB×3))
16GB DDR3L PC3-12800

(8GB×2枚 最大24GB (8GB×3))
24GB DDR3L PC3-12800 (8GB×3枚 最大24GB (8GB×3))

SSD - 128GB SSD 120GB SSD 480GB SSD(240GB×2 (RAID 0))

ハードディスク 500GB 5400rpm 1TB 5400rpm -

チップセット インテル® HM87 Express チップセット

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX860M / インテル® HD グラフィックス 4600

ビデオメモリ ビデオメモリ 2GB / メインメモリからシェア (4GB 以上搭載時 最大 1792MB)

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 書込対応)

カードリーダー マルチカードリーダー

無線LAN 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)

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

その他

テンキー付日本語キーボード(107キー)、タッチパッド(スクロール機能付き)

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) ●SPDIF 出力×1 (コアキシャル/ミニジャック) ●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 DC 120W)

バッテリー駆動時間 約 4.8 時間

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

重量 約 3.2 kg

保証期間 1年間無償保証

価格(税別) 10万9,800円 12万9,800円 14万9,800円 16万9,800円

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。※
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