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マウスコンピューター、デュアルストレージ (mSATA_SSD ＋ ハードディスク)を搭載した 
11.6 型モバイル向けノートパソコンを発売！

～ タッチパネル搭載モデル、タッチパネル非搭載モデルの 2 ラインアップ ～
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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、10 点マルチタッチ対応パネルを搭載
した 11.6 型モバイルノートパソコン LuvBook C シリーズを 8万円台(税別)から発売します。

今回発表する新製品は、5月 23日 (金) 15時より、マウスコンピューター Web サイト、電話通販窓口より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 OS 価格

LB-C300S-SH

インテル® Core™ i5-
4200U プロセッサー

8GB
128GB SSD ＋

500GB ハードディ
スク

インテル® HD グラフ
ィックス 4400

10 点マルチタッチ
対応 11.6 型グレ

ア液晶
(1,366×768)

Windows 8.1 64 ビ
ット

8万9,800円 
（税別）

LB-C300S-SH-W7 11.6 型グレア液晶
(1,366×768)

Windows® 7
Home Premium 64

ビット

LuvBook C シリーズ 販売ページ

新製品の特長

最新の第 4 世代 Haswell U シリーズプロセッサーを搭載

動作時の電力を統合電圧レギュレータによって最適化した、モバイル向けのインテル® Core™ i5-4200U プロセッサーを搭載、C ステートの拡張とプ
ラットフォームレベルの割り込みと電力制御によって、アイドル時の電力を抑制し、バッテリー駆動時間を向上しました。ストレージは 128GB

SSD(mSATA)と 500GB ハードディスクのデュアルストレージ構成となり、薄型軽量のモデルながら動作速度、保存容量、両方の面で優れた構成とし
て仕上がりました。

10 点マルチタッチ対応パネルに 11.6 型グレア液晶ディスプレイを搭載、持ち運びやすい筐体を採用

LuvBook C シリーズは 11.6 型グレア液晶ディスプレイ、マルチタッチ対応パネルを採用。10 点マルチタッチ対応パネルは Windows 8.1 のチャーム
の呼び出し、拡大やスクロールなどを直感的に行う事が可能となりました。スリムかつ軽量なモバイルノートパソコンは仕事からエンターテインメン
トまで幅広くデジタルライフを充実させます。
※ タッチパネル非搭載モデルは Windows® 7 HomePremium 搭載構成での提供となります。

ベンチマークスコア

＜PCMARK8 Creative ベンチマークスコア＞ 

LB-C100S 

Celeron® 1037U + インテル® HD グラフィックス: 1378 

LB-C300S-SH 

Core™ i5-4200U + インテル® HD グラフィックス4400 : 2383

＜3DMARK FireStrike ベンチマークスコア＞ 

LB-C100S 

Celeron® 1037U + インテル® HD グラフィックス: 239 

LB-C300S-SH 

Core™ i5-4200U + インテル® HD グラフィックス4400 : 548 

※ スコアは自社計測による参考値です。ご利用環境により測定結果に誤差が発生いたします。

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 ＋ 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。

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、ストレージ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。

新製品の詳細スペック

製品型番 LB-C300S-SH LB-C300S-SH-W7

OS Windows 8.1 64ビット Windows® 7 Home Premium 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (2 コア / 1.60GHz / TB 時最大 2.60GHz / 3MB スマートキャッシュ)

メインメモリ 8GB DDR3L SO-DIMM PC3-12800 (8GB×1枚 最大 8GB(8GB×1))

ストレージ 128GB SSD(mSATA) ＋ 500GB 5400rpm (ハードディスク)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4400

ビデオメモリ メインメモリからシェア(メモリ 4GB 搭載時 最大 1792MB) メインメモリからシェア(メモリ 4GB 搭載時 最大 1696MB)

光学ドライブ -

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
10 点マルチタッチ対応 11.6 型 HD グレア液晶ディスプレイ 

(LED バックライト 1,366×768)
11.6 型 HD グレア液晶ディスプレイ 

(LED バックライト 1,366×768)

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

Webカメラ 100万画素

その他

日本語キーボード(86 キー)、タッチパッド(スクロール機能付き)

I/O ポート：●USB 2.0 ポート×2 (左側面×2) ●USB 3.0 ポート×1 (右側面×1) ●HDMI×1 (右側面) ●ヘッドホン出力、マイク入力 (4 極ミニプ
ラグ/共用/右側面) ●LAN ポート×1 ギガビットLAN (右側面)

バッテリー
内蔵リチウムポリマーバッテリーまたは AC100V

(AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19 V DC 40W)

バッテリー駆動時間
約 6時間

注*1 JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基いて測定。

サイズ 約 300 (幅) × 200 (奥行き) × 21 (高さ) mm (※ 折り畳み時 / 突起物除く)

重量 約 1.5 kg 約 1.4 kg

保証期間 1年間無償保証

価格 8万9,800円（税別）

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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