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マウスコンピューター、AMD Radeon™ R7 250Xグラフィックスを搭載した 
デスクトップパソコンを5万円台から販売開始！
～ 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 ～

2014.07.14

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、AMD Radeon R7 250Xグ…
Like 0 ツイート 0

※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 Radeon™ R7 250X搭載のデス
クトップパソコンの販売を開始します。

今回発表する新製品は2014年7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
プにて、受注を開始します。

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。

【LUV MACHINES 製品ページ】

 (Intel)

 (AMD)

http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lm/

http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lma/

新製品の簡易スペック

製品名 プロセッサー メモリ チップセット ストレージ グラフィックス OS 電源 価格

Lm-AR311S2 AMD  
A10-7850K APU

8GB 
DDR3 PC3-

12800

AMD A78 FCH 
チップセット

500GB HDD 
7200rpm

AMD Radeon™ 
R7 250X(1GB)

Windows 8.1 
Update 64ビッ

ト

350W 
(80PLUS®
BRONZE)

6万9,800円 
（税別）

Lm-AR312B2 AMD  
A10-7700K APU

5万9,800円 
（税別）

Lm-iR302X

インテル®
Core™ 

i7-4790プロセッ
サー インテル® 

H81 Express 
チップセット

7万9,800円 
（税別）

Lm-iR302S

インテル®
Core™ 

i5-4590プロセッ
サー

6万9,800円 
（税別）

新製品の共通特長

グラフィックスにAMD Radeon™ R7 250Xを搭載、28nmプロセス採用によりアイドル時の消費電力を大幅に低減

最新の28nmプロセスで製造されたAMD Radeon™ R7 250XグラフィックスはAMD PowerTuneテクノロジーに対応し、アイドル時の消費電力を大幅
に低減しました。 またご利用の環境にあわせて自動的に最適なパフォーマンスを引き出します。AMD Video Coding Engine(VCE) に対応し、CPUで
行っていた映像の再生品質の向上やアプリケーションの処理をGDDR5メモリを搭載したGPUで行う事でシステム負荷を低減し、DirectX®11.1に対応
する事でWindows 8.1 / Windows® 7をより快適にお使い頂く事が可能となりました。

ベンチマークスコア

＜3DMARK FireStrike ベンチマークスコア＞ 

LM-AR311B2

AMD A10-6790K + Radeon™ HD 8730 ：1673 

LM-AR312B2

AMD A10-7700K + Radeon™ R7 250X：2346

＜PCMARK8 Creative ベンチマークスコア＞ 

LM-AR311B2

MD A10-6790K + Radeon™ HD 8730 ：3681 

LM-AR312B2

AMD A10-7700K + Radeon™ R7 250X：3968

※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。

AMD A10プロセッサーを搭載、5万円台から (Lm-AR311S2、Lm-AR312B2)

AMD A10-7700K、A10-7850K 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(A10-7700K) CPU4コア・GPU8コア
計12コア(A10-7850K)を搭載し、ターボコアに対応して高クロックで駆動する最新世代のAPUとなります。

必要に応じて大容量メモリ、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。

最新の第4世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載、6万円台から (Lm-iR302X、Lm-iR302S)

最新の22nmプロセス技術を採用した第4世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。インテル・ターボブースト・テクノロジー2.0とインテル® ハイ
パースレッディング・テクノロジーに対応したクアッドコアプロセッサーとなり、シングルタスクでも、マルチタスクでも高速な処理速度を実現しま
す。

充実のBTOカスタムでCPUは水冷に対応、冷却と静音を両立したカスタマイズが可能！

CPUやストレージ、光学ドライブ以外にBTOで水冷CPUクーラーも対応する事で、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。
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。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。

※水冷CPUクーラーはiRシリーズのみの対応となります。

新製品の詳細スペック (AMD モデル)

製品型番 Lm-AR311S2 Lm-AR312B2

OS Windows 8.1 64ビット

プロセッサー
AMD A10-7850K APU 4コア/3.7GHz/ 
TC時最大4.0GHz/4MB L2キャッシュ

AMD A10-7700K APU 4コア/3.4GHz/ 
TC時最大3.8GHz/4MB L2キャッシュ

チップセット AMD A78 FCH チップセット

メインメモリ 8GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800（4GBｘ2/最大16GB (8GBx2）) ※1

ストレージ 500GB シリアルATAIII HDD (7200rpm)

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス AMD Radeon™ R7 250X (ビデオメモリ 1GB)

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x0）、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) 

サイズ 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm

保証 1年間無償保証

販売価格 6万9,800円(税別) 5万9,800円(税別)

※1 メインメモリの搭載容量は期間限定無償アップグレード(4GB→8GB)適用構成となります。

新製品の詳細スペック (インテル® モデル)

製品型番 Lm-iR302X Lm-iR302S

OS Windows 8.1 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー 

(4コア/3.50GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応)
インテル® Core™ i5-4590 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) ※1

チップセット インテル® H81 Expressチップセット

メインメモリ 8GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800（4GBｘ2/最大16GB (8GBx2）) ※2

ストレージ 500GB シリアルATAIII HDD (7200rpm)

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス AMD Radeon™ R7 250X (ビデオメモリ 1GB)

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x0）、PCI Express x1スロットx2（空きx2）

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/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1)●USB2.0ポートx4(背面ｘ2、前面ｘ2) ●USB3.0ポートx2(背面x2)●DVI-Dポート
x1(背面) ●DVI-I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x1)

電源 350W (80PLUS® BRONZE) 

サイズ 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm

保証 1年間無償保証

販売価格 7万9,800円(税別) 6万9,800円(税別)

※1 CPUは期間限定無償アップグレード(i5-4460→i5-4590)適用構成となります。
※2 メインメモリの搭載容量は期間限定無償アップグレード(4GB→8GB)適用構成となります。

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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

サイトマップ プライバシーポリシー 規約 企業情報 採用情報 ニュースリリース Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/inquiry_info.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=335
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/cart_view.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/lp/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/abest/wakeari/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=AMD%20Radeon%E2%84%A2%20R7%20250X%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%92%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%925%E4%B8%87%E5%86%86%E5%8F%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%81%EF%BD%9CBTO%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%BBPC%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%90%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2Fcompany%2Fnews%2F2014%2Fnews_20140714_01.html%3Fmid%3Dlink_twitter%26uiaid%3Dtwitter&via=mouse_computer
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2014/news_20140714_01.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2014/news_20140714_01.html
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lm/
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lma/
https://www.mouse-jp.co.jp/#products
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/purchase/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/payment/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/delivery/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/open/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/return/
https://www.mouse-jp.co.jp/faq/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_contact.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_repair.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#sendai_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#akiba_ds
https://www.g-tune.jp/garage/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#kasukabe_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#nagoya_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#osaka_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#hakata_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/bto.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/affiliate/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp?_ga=1.198390636.25534302.1467198253
https://www2.mouse-jp.co.jp/status/
https://www.mouse-jp.co.jp/sitemap/
https://www.mouse-jp.co.jp/privacy/
https://www.mouse-jp.co.jp/agreement/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mcj.jp/

