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マウスコンピューター、AMD A10-7700K APUを搭載したパソコンを販売開始！！
～ CPUコア、GPUコア 計10コアを搭載したミドルスペックパソコン ～
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マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、AMD A10-7700K APUを…
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Lm-AR312Bシリーズ Lm-ARS212Bシリーズ

※画像はイメージです。ディスプレイはオプションとなります。

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、AMD クアッドコア A10-7700K APUを搭
載し、Windows 8.1 をプレインストールしたコストパフォーマンスに優れたミドルスペックデスクトップパソコンを販売します。また、同じ価格で、
Windows® 7 Home Premium プレインストールパソコンもお選びいただけます。

今回発表する新製品はミニタワーパソコンの「Lm-AR312B」、スリムパソコンの「Lm-ARS212B」の2ラインアップとなり、6月20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 メモリ チップセット ストレージ 光学ドライブ
グラフィック

ス
タイプ OS 価格
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DVDスーパー 
マルチドライ

ブ

AMD
Radeon™ 

R7シリーズ 
グラフィック

ス

ミニタワー
Windows 8.1 

64 ビット
5万4,800円 
（税別）

製品名 プロセッサー メモリ チップセット ストレージ 光学ドライブ
グラフィック

ス
タイプ OS 価格

Lm-ARS212B

AMD クアッド
コア 

A10-7700K
APU

8GB DDR3  
PC3 12800

AMD A78 FCH 
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Windows 8.1 
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新製品の特長

AMD A10-7700K プロセッサー、Radeon™ R7シリーズ グラフィックスを搭載、5万円台から

AMD A10-7700K は最新世代のAPU ”Kaveri” (呼称：カヴェリ) で、CPU4コア・GPU6コア 計10コアを搭載する最新世代のAPUとなります。

グラフィックスにAMD Radeon™ R7シリーズ グラフィックスを採用するAPUとなり、Radeonシリーズ専用に開発されたグラフィックスAPI

「Mantle」(マントル)に対応、Mantle対応アプリケーションで処理速度の高速化を実現し、コストパフォーマンスにも優れた本体構成になりました。 

必要に応じてCPUクーラー、大容量、ハイスピードメモリ、VGAなどのBTOカスタマイズが可能となり、仕事からエンターテインメントまで幅広く
活躍する基本モデルに相応しい構成となります。

ベンチマークスコア

＜3DMARK FireStrike ベンチマークスコア＞ 

LM-AR312B 

AMD A10-7700K + Radeon™ R7シリーズグラフィックス：1183 

LM-AR311B 

AMD A10-6790K + Radeon™ HD 8670D グラフィックス：971

＜PCMARK8 Creative ベンチマークスコア＞ 

LM-AR312B 

AMD A10-7700K + Radeon™ R7シリーズグラフィックス：3535 

LM-AR311B 

AMD A10-6790K + Radeon™ HD 8670D グラフィックス：3296

※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。

フロントUSB3.0対応の拡張性の高いケースを採用。対応機器の利便性を向上

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、コンパクトながら拡張性も高く、優れたコストパフォーマンス
を兼ね備えます。また、インテリアに合わせてブラックとホワイトのカスタマイズも可能です。ベースとなるマザーボードにAMD A78チップセット
を採用、低価格パソコンながらケースの前面／背面共にUSB3.0に対応とし、周辺機器の利便性を向上させました。

BTO に対応し、使用用途に合わせてカスタマイズ可能！

CPUやストレージ、光学ドライブ以外にBTOで水冷CPUクーラーも対応し、筐体内部の冷却で課題になりやすい熱問題をクリアにしました。ストレ
ージ容量はハードディスクは最大6TB、SSDは最大 1TB のカスタマイズが可能となり、SSDとハードディスクを同時に搭載が可能です。SSDとハー
ドディスクを同時に搭載する事で大容量と高速性の両立を実現します。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。また各種周辺機器の同時購入も可能です。

※ Lm-AR312Bシリーズのみ水冷システムをBTOにてお選び頂けます。

新製品の詳細スペック

製品型番 Lm-AR312B Lm-ARS212B

OS Windows 8.1 64ビット

プロセッサー AMD A10-7700K APU 4コア/3.4GHz/TC時最大3.8GHz/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

チップセット AMD A78 FCH チップセット (Micro ATX)

メインメモリ 8GB DDR3 PC3-12800 （4GBｘ2/最大16GB(8GBx2）) ※

ストレージ 500GB HDD シリアルATAIII 7200rpm

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

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

PCI Express x1スロットx1（空きx1）、PCIスロットx1 (空きx1)

その他

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x2(背面x2) ●USB2.0ポートx2 (背面x2) ●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) ●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)

電源 350W 80PLUS® BRONZE ※ 300W 80 PLUS® BRONZE 

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

保証期間 1年間無償保証

価格 5万4,800円(税別) ※

※「Lm-AR312B」は販売開始時より5,000円値引き(通常価格5万9,800円 (税別))となります。
※「Lm-AR312B」 「Lm-ARS212B」ともにメモリ容量は4GBから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。※
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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