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マウスコンピューター、今秋発売予定の 13.3型ノートPCや 10.1型タブレットPCなど、 
豪華景品が当たる、法人のお客様限定の 「求む！ユーザボイスキャンペーン」 を開始！

～ 日頃の感謝を込めて豪華な特典をご用意！ 製品についての率直なご意見をお聴かせください！ ～

2014.08.12

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、今秋発売予定の13.3型ノ…
Like 0 ツイート 0

応募対象例 ： MousePro シリーズ / MDV ADVANCE （クリエイター/エンジニア向けモデル） シリーズ

※ 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、法人専用パソコンブランド
「MousePro（呼称：マウスプロ）」及び、クリエイター/エンジニア向けモデルをご購入いただいたお客様を対象に、今秋発売予定の 13.3型ビジネス
ノートPCや 10.1型ビジネスタブレットPC、液晶ディスプレイ、商品券など、豪華景品が合計 42社様に当たる、法人のお客様限定 「求む！ユーザボ
イスキャンペーン」 を 2014年8月12日15時より開始いたします。

今後もマウスコンピューターは、最新のテクノロジーを搭載した製品を、法人用途を意識した耐久品質で、万全のサービス＆サポートと併せてご提供
し、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

キャンペーン詳細

対象期間 ： 2014年8月12日（火）～2014年10月14日（火） ご注文確定分まで

対象製品 ： MousePro ブランド全製品、クリエイター/エンジニア向けモデル全製品※ 

※NVIDIA® Quadro® / NVS™ 搭載モデル、AMD FirePro™ 搭載モデル、EDIUS Pro 7 推奨モデル

応募期間 ： 2014年10月31日（金） まで

対象のお客様 ： 下記条件を全て満たすお客様 

1 ： 対象期間内に対象製品をご購入されたお客様 

2 ： 応募期間内に所定のフォームにて、必要事項を全てご記載の上、ご応募いただいたお客様 

3 ： 所定のフォームにてご回答いただいた内容を、「導入事例・ご購入者様の声」として、当社Webサイトへ掲載することにご承諾いただいたお客
様
※当キャンペーンへのご応募は、1法人様につき 1回までとさせていただきます。ただし、製品の用途や内容（写真を含む）が全く異なる場合、2回以
上のご応募を有効とさせていただく場合もございます。

提供サービス ： 対象のお客様に対して、厳選なる抽選のもと、ご希望の景品をプレゼントさせていただきます。 

※当選景品は初期不良時を除き、返品や交換はできません。

プレゼントの内容

1社様 ： MousePro 13.3型ビジネスノートPC （今秋発売予定製品） 

1社様 ： MousePro 10.1型ビジネスタブレットPC （今夏発売予定製品） 

1社様 ： iiyama ProLite G2773HS-GB2 

1社様 ： iiyama ProLite XB2783HSU-B1 

1社様 ： iiyama ProLite E2083HSD-B1 

5社様 ： 16GB USB3.0 メモリ （当社オリジナル製品） 

5社様 ： USBバッテリーチャージャー （当社オリジナル製品） 

20社様 ： 2000円 商品券

【 特定業のお客様向け特別応募枠 】

▼ 映像編集/デザイン関連業のお客様 限定 
1社様 ： EIZO ColorEdge CX270

▼ CAD設計関連業のお客様 限定 
1社様 ： MousePro 小型サーバ製品

▼ ソフトウェア開発関連業のお客様 限定 
1社様 ： iiyama ProLite XUB2390HS-B1 

1社様 ： 24型液晶用 ブルーライトカット アクリルパネル

▼ 営業/一般事務業のお客様 限定 
2社様 ： iiyama ProLite XU2290HS-B1 

1社様 ： 24型液晶用 ブルーライトカット アクリルパネル

【 法人のお客様限定 「求む！ユーザボイスキャンペーン」 特設ページ 】

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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