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マウスコンピューター、住宅の新築シミュレーションや、工務店の設計プレゼンに最適な、
３Ｄマイホームデザイナーシリーズ動作確認済・公認モデルを 8万円台から発売開始！

～ リアルな 3D描画を実現する高性能グラフィックスを搭載、家づくりを楽しむ最新のソリューション ～
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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、住宅の新築シミュレーシ…
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MousePro iSシリーズ m-Book K シリーズ LUV MACHINES シリーズ

※ デスクトップPCの液晶ディスプレイはオプション

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、メガソフト株式会社の家づくり 3D住
宅デザインソフト「３Ｄマイホームデザイナー12」及び、業務用の住宅・建築プレゼンテーションソフト「３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８」の利
用に十分な性能を有し、同社にて動作確認済みの公認モデル 3機種を 8万円台から発売開始いたします。公認モデルでは、動作確認済みのグラフィッ
クスカードを搭載しており、軽快な3D動作はもちろん、光と影の表現や素材の質感までもリアルに描画する、グラフィックスアクセラレーション機
能を有効化できます。

2014年8月20日15時より、マウスコンピューターウェブサイト、マウスコンピューターダイレクトショップ、マウスコンピューター電話通販窓口にて
発売を開始いたします。

今後もマウスコンピューターは、CAD/CG/AV市場に向けて、最新のテクノロジーを搭載した高品質な製品を、低価格かつ豊富なラインアップとカス
タマイズメニューでご提供し、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

新製品の概要

３Ｄマイホームデザイナーシリーズでは、間取りから立体図の作成、インテリア・エクステリアの配置、それらを3D表示することで、より現実的で
実感の湧く、家づくりのシミュレーションを可能にしています。特に 3D表示においては、光と影の表現や素材の質感までもリアルに描画する、様々
な高度描画機能を搭載しています。これらの機能を全て利用するためには、GPUアクセラレーションと呼ばれるハードウェアグラフィックスの支援
を必要とします。当公認モデルは、3D表示及び先の全ての機能が軽快に動作する性能を有しており、描画のカクツキに悩まされることなく、家づく
りを集中して楽しむことができます。また、動作速度が納期に直結する業務利用おいても、国内生産・国内サポートの安心と併せて、当公認モデルを
お勧めします。

本ニュースリリースに対して、以下のエンドースメントをいただいております。

「弊社３Ｄマイホームデザイナーシリーズの強力なバックアップとなる公認モデルの発売を心より歓迎いたします。メガソフトは今後も３Ｄ製品の高
画質・高性能化を目指してソフトウェア開発を進めてまいります。マウスコンピューター社の公認モデルが弊社製品の能力を最大限に引き出し、ユー
ザー様の快適な３Ｄパース制作に貢献するものと期待しております。」

メガソフト株式会社 代表取締役 井町 良明

「３Ｄマイホームデザイナー公認モデルの発売、おめでとうございます。３Ｄマイホームデザイナーシリーズに搭載されておりますTISの３Ｄエンジ
ン「CyberWalkerSDK」は、時を同じくしてDirectX 11にも対応しました。マウスコンピューター社の公認モデルによって、その描画性能をフルに発
揮でき、ユーザー様が安心してご利用頂ける非常にコストパフォーマンスの高い環境が提供される事を期待しております。」

TIS株式会社 アドバンストソリューション事業部 ３Ｄビジュアライゼーション推進室長 平井 孝幸

３Ｄマイホームデザイナー12 動作確認済・公認モデル

LM-QH300SL6-WS-3DM は、Windows 8.1 Update 64ビット、インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー、8GBメモリ、500GB HDD、NVIDIA®

Quadro® K600 を搭載して 84,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MB-K620QSV-3DM は、Windows 8.1 Update 64ビット、インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー、8GBメモリ、500GB HDD、NVIDIA® GeForce®

GTX850M、フルHD対応15.6型ワイド液晶パネルを搭載して 89,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８ 動作確認済・公認モデル※個人事業主を含む法人のお客様専用

MousePro-iS481GX-WS-1408-3DM は、Windows 8.1 Pro Update 64ビット、インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー、16GBメモリ、500GB HDD、
NVIDIA® Quadro® K600 を搭載して 114,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

※標準で1年間の無償ピックアップ保証、24時間365日電話サポートが付属しています。また、一部修理部品の先出し発送サービスを、製品の保証期間内であれば無償でご利
用いただけます。

また、公認仕様の全モデルにて、「３Ｄマイホームデザイナー12」、「３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８」を、下記特別価格にてカスタマイズ選択
いただけます。※「３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８ ＥＸ」も、法人営業窓口にて承ります。 

・ ３Ｄマイホームデザイナー12 ： 10,500円（税別）※標準価格 ： 13,500円 

・ ３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８ ： 54,800円（税別）※標準価格 ： 64,800円

新製品の主なスペック

３Ｄマイホームデザイナー12 動作確認済・公認モデル
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Quadro® 

K600
( メモリ 
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スーパー
マルチ
ドライブ

350W 
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8.1 

Update 
64ビット

8万4,800円 
（税別・ 
送料別途）
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パネル
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MB- 
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NVIDIA® 
GeForce 
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2GB )
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ノングレア )

Windows 
8.1 

Update 
64ビット

8万9,800円 
（税別・ 
送料別途）

３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８ 動作確認済・公認モデル

製品名 CPU メイン 
メモリ

チップ
セット

HDD GPU 光学
ドライブ

電源 
容量

OS 価格

MousePro-
iS481GX- 
WS-1408-

3DM

インテル® 
Core™
i7-4790 

プロセッサー

16GB

インテル® 
B85 

Express 
チップセット

500GB

NVIDIA® 
Quadro® 

K600
( メモリ 
1GB )

DVD 
スーパー
マルチ
ドライブ

300W 
(80PLUS® 
BRONZE)

Windows 
8.1 Pro 
Update 

64ビット

11万4,800円 
（税別・
送料別途）
※ ダイレクト 
限定価格

３Ｄマイホームデザイナー12 動作確認済・公認モデル特設ページ

３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ８ 動作確認済・公認モデル特設ページ

新製品の詳細スペック

製品型番 LM-QH300SL6-WS-3DM MousePro-iS481GX-WS-1408-3DM

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

CPU インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー 
( 4コア / 3.50GHz / TB最大3.90GHz )

インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー 
( 4コア / 3.60GHz / TB最大4.00GHz )

チップセット インテル® H81 Expressチップセット インテル® B85 Expressチップセット

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-12800 ( 4GB×1 / 最大 16GB ) 16GB DDR3 PC3-12800 ( 8GB×2 / 最大 16GB )

HDD 500GB HDD ( SerialATA II / 7200rpm )

光学ドライブ オプション (カスタマイズ選択可能)

GPU / 
出力ポート

NVIDIA® Quadro® K600 （ メモリ1GB ) / 
DisplayPort×1、DVI-I×1

液晶ディスプレイ 別売り (カスタマイズ選択可能)

サウンド / 
入出力ポート

ハイ・ディフィニション オーディオ / ヘッドフォン・マイクロフォン ( 右側面各×1 )

内部拡張スロット
PCI Express x16スロット×1 ( 空き×0 )

PCI Express x1スロット×2 ( 空き×2 ) PCI Express x1スロット×3 ( 空き×3 )

ネットワーク ギガビット対応 LANポート×1

USB ポート USB 3.0ポート ( 背面×2 ) 
USB2.0ポート ( 前面×2 / 背面×2 )

USB 3.0ポート ( 背面×2 ) 
USB2.0ポート ( 前面×2 / 背面×4 )

入力装置 日本語キーボード、USB光学式マウス

電源 350W ( 80PLUS® GOLD ) 300W ( 80PLUS® GOLD )

サイズ 180 (幅) ×382 (奥行き) ×373 (高さ) mm 96 (幅) ×394 (奥行き) ×330 (高さ) mm

保証 1年間無償保証 ( センドバック方式 ) / 24時間×365日電話サポート 1年間無償保証 ( ピックアップ方式 ) / 24時間×365日電話サポート

Office オプション ( カスタマイズ選択可能 )

販売価格 8万4,800円（税別・送料別途）
11万4,800円（税別・送料別途） 

※ダイレクト限定価格

製品型番 MB-K620QSV-3DM

OS Windows 8.1 Update 64ビット

CPU インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー 
( 4コア / 2.60GHz / TB最大3.20GHz )

チップセット インテル® HM86 Expressチップセット

メインメモリ 8GB DDR3L PC3-12800 ( 8GB×1 / 最大 16GB )

HDD 500GB ( SerialATA II / 5400rpm )

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  

［ 対応メディア：SDメモリーカード ( SDXC, SDHC 含む ) / メモリースティック ( Pro, Pro Duo 含む ) / マルチメディアカード ］

GPU / 
外部出力ポート

NVIDIA® GeForce® GTX850M （ メモリ 2GB ) / 
HDMIポート×1、D-SUBポート×1

液晶パネル 15.6型ワイドLED液晶パネル ( 1,920×1,080 / LEDバックライト / ノングレア )

Webカメラ 200万画像Webカメラ

サウンド / 
入出力ポート

ハイ・ディフィニション オーディオ / ヘッドフォン・マイクロフォン ( 右側面各×1 )

ネットワーク

IEEE802.11ac/a/b/g/n 規格対応無線LAN( インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 )

Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ギガビット対応 LANポート×1

USB ポート USB 3.0ポート ( 左側面×2 / 右側面×1 )、USB2.0ポート ( 右側面×1 )

入力装置 日本語キーボード、タッチパッド

バッテリー
駆動時間

約 4.5 時間 ※標準バッテリー使用時最大

電源 内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V ( 120W ACアダプタ経由 )

サイズ 374 (幅) ×252 (奥行) ×31.4 (高さ) mm

重量 約2.50kg

保証 1年間無償保証 ( センドバック方式 ) / 24時間×365日電話サポート

Office オプション ( カスタマイズ選択可能 )

販売価格 8万9,800円（税別・送料別途）

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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