
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 企業情報 採用情報 フリーワード商品検索

個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り

店舗情報 総合お問い合わせ マイページ

マウスコンピューター、Microsoft® Office Home ＆ Business Premium を標準搭載した 
Ultrabook 準拠の 14型ノートパソコン「LuvBook L472X-OP」を販売開始！

2014.10.17

マウスコンピューターTOP > Microsoft Office Home ＆ Business Premium を標…
Like 0 ツイート 0

LuvBook L 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、第 4 世代インテル® Core™ プロセッ
サーを搭載し、Windows 8.1 と Microsoft® Office Home & Business Premium をプリインストールした 14型ノートパソコン「LuvBook L」を販売開始
します。

今回発表する新製品は、10月 17日 (金) 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。
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新製品の特長

Microsoft® Office Home ＆ Business Premium + Office 365 サービスを標準搭載して 12万 3,800円(税別)から

本日発売開始の「Office Home ＆ Business Premium + Office 365 サービス」を LuvBook L に標準搭載しました。Office Premium シリーズは今までの
Office シリーズを踏襲する新製品となり、常に最新版のOffice をご利用頂けます。システム連携面では、Office 365 サービスにて マイクロソフトが提
供するクラウドサービス「OneDrive」にて、通常 1 ユーザー当たり 15GB の容量付与に加えて、追加で「1TB」の容量付与、パソコン、スマートフ
ォンなど複数のデバイスで Office アプリケーションに対応する 「マルチデバイス化」、P2P 技術を利用したインターネット電話、メッセージサービ
ス「Skype」の 60分の無料通話サービス※ など、今まで以上に使いやすく貴方のライフスタイルに浸透します。 

※ 日本では固定電話にのみ通話可能となります。

第 4 世代インテル® Core™ プロセッサー、薄さ 21.5mm、Ultrabook™ 準拠の 14型モバイルノートパソコン

22nm プロセス技術を採用した第 4 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載。インテル® ターボブースト・テクノロジー 2.0、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デュアルコアプロセッサーとなり、負荷状況に応じて最大 3GHz で駆動します。 

10点マルチタッチに対応した 14型の Luvbook L は Windows 8.1 のチャームの呼び出し、拡大やスクロールなどを直感的に行う事が可能となりまし
た。筐体は約 1.81kg と持ち運びやすい重量に仕上がり、IEEE802.11ac に対応する無線 LAN モジュールを搭載する事で高速無線ネットワーク通信を
可能とし、バッテリー駆動時間は最大 8.6 時間に対応する事で、外出時などコンセントの無い環境で利用する事の多いビジネスマン、自宅でもインタ
ーネットやメール、動画の視聴、オフィスソフトなど、仕事からプライベートまで広い用途でご利用頂けます。

新製品の詳細スペック

製品型番 LB-L472X-OP

OS Windows 8.1 64ビット Update

Officeソフト Office Home ＆ Business Premium + Office 365 サービス (1年間分)

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー 

(2コア / 1.8GHz / TB 時 3GHz / 4MB キャッシュ / HT対応)

メインメモリ 8GB DDR3L SO-DIMM PC3-12800 (8GB×1枚 最大 8GB(8GB×1)) ※1

ストレージ 256GB SSD

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4400

ドライブ -

カードリーダー マルチカードリーダー

無線LAN インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 ＋ LE 準拠モジュール

ディスプレイ 10点マルチタッチ対応 14型 HD+ グレア液晶 (LED バックライト 1,600×900)

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

日本語キーボード(89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×2 (右側面×2) ●USB 2.0 ポート×1 (左側面) ●HDMI×1 (右側面) ●ヘッドフォン出力、マイク入力(ミニジャッ
ク メス / 左側面×1) ●LANポート×1 ギガビット LAN (右側面)

バッテリー 内蔵リチウムポリマーバッテリーまたは AC100V (ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力 19V DC 65W)

バッテリー駆動時間
JEITA 2.0 測定時 約 8.6 時間

JEITA 1.0 測定時 約 11.5 時間

サイズ 約 338 (幅) × 233 (奥行き) × 21.5 (高さ) mm (※ 折り畳み時 / 突起物除く)

重量 約 1.8 kg

保証期間 1年間無償保証

価格(税別) 12万 3,800円 ※2

※1 販売開始時より期間限定無償アップグレード(標準容量 4GB)となります。
※2 販売開始時より 1万円値下げ(通常価格 13万 3,800円)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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