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マウスコンピューター、3万円台からの低価格帯 15.6型ノートパソコンを販売開始！
～ Windows 8.1 with Bing 搭載 インターネット、メール、オフィスソフトなどの通常使い向け ～
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マウスコンピューターTOP > 3万円台からの低価格帯 15.6型ノートパソコンを…
Like 0 ツイート 0

LuvBook B520EN-BG 前面 LuvBook B520EN-BG 前面/背面

※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、Windows 8.1 with Bing をプレインス
トールした15.6型テンキー付ノートパソコン「LuvBook B520EN-BG」を 3万円台から販売開始します。

今回発表する新製品は、9月 8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。

新製品の簡易スペック

製品名 プロセッサー メモリ ストレージ 無線LAN グラフィックス ディスプレイ OS 価格
(税別)

LB-B520EN-BG
インテル®

Celeron® プロ
セッサー N2930

4GB
DDR3L 

PC3 
10600

250GB 
ハードディスク

IEEE802.11 
b/g/n対応

インテル® HDグラフ
ィックス

15.6型 
ノングレア 

液晶 (1,366x768)

Windows 8.1 
with Bing

3万7,800円

LuvBook B520EN-BG 製品ページ

新製品の特長

インターネット、メール、オフィスソフトなどの通常使いに特化した低価格帯ノートパソコン

LB-B520EN-BG は開発コード名 Bay Trail-M(ベイトレイル)で知られる省電力 SoC インテル® Celeron® プロセッサー N2930を搭載、 同プロセッサー
は 64bit に対応した 4コア/4 スレッド駆動する省電力 CPU となり通常時 1.83GHz、インテル® バーストテクノロジー 2.0 有効時最大 2.16GHz 駆動す
るプロセッサーとなります。

LB-B520EN-BG はインターネットの閲覧やメールのやり取り、オフィスソフトのなどの通常使いに好適となり、15.6型に丁度よいサイズの HD 液晶
を採用し、テンキーを搭載する事で表計算ソフトも快適に操作できます。

Windows 8.1 with Bing 搭載、購入しやすい3万円台から

Windows 8.1 の機能はそのままに、よりリーズナブルな価格で提供することが可能になった Microsoft の新しい OS「Windows 8.1 with Bing」を搭
載、通常の「Windows 8.1」と機能は変わらず、より身近になった「Windows 8.1 with Bing」が日常を彩ります。

＜Windows 8.1 with Bing＞ 

http://www.mouse-jp.co.jp/bto_customize/windows8_1_withbing.html

新製品の詳細スペック

製品型番 LB-B520EN-BG

OS Windows 8.1 with Bing

プロセッサー
インテル® Celeron® プロセッサー N2930 

(4 コア / 1.83GHz / IBT 時最大 2.16GHz / 2MB スマートキャッシュ) ※1

メインメモリ 4GB DDR3L SO-DIMM PC3-10600 (4GB×1 空き 1 /最大 8GB (4GB×2))

ストレージ 250GB 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

ドライブ -

カードスロット 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 15.6 型 HD ノングレア液晶 (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

テンキー付日本語キーボード(107キー)、タッチパッド(スクロール機能付き)

I/O ポート：●USB 3.0 ポート×1 (左側面×1) ●USB 2.0 ポート×3 (左側面×1,右側面×2) ●D-sub ポート×1 (左側面) ●HDMI×1 (左側面) ●ヘッ
ドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 右側面×1) ●LAN ポート×1 (100Base-TX / 10BASE-T RJ-45/

左側面) ●ステレオスピーカー(内蔵) ●モノラルマイク(内蔵)

バッテリー
内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V

(AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19 V DC 30W)

バッテリー駆動時間 約 4.5 時間

サイズ (※折り畳み時/突起物除
く) 約 374（幅) × 258(奥行き) × 12～24.7(高さ) mm (※ 折り畳み時/突起物除く)

重量 約 2.0 kg

保証期間 1年間無償保証

価格(税別) 3万7,800円

※1 インテル® バースト テクノロジー は IBT と省略して表記しています。

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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