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マウスコンピューター、 Windows 10 搭載の最新パソコンを受注開始！
～ デスクトップパソコン、ノートパソコンをラインアップ ～

2015.07.27

マウスコンピューターTOP > Windows 10 搭載の最新パソコンを受注開始！
Like 0 ツイート 0

LUV MACHINESシリーズ LUV MACHINES Slimシリーズ LuvBook F シリーズ

※ 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、Windowsの使いやすさはそのままに、さ
らにパワーアップした最新のOS Windows 10 を搭載したデスクトップパソコン／ノートパソコンの受注を開始します。

今回発表する新製品は、ミニタワーパソコン「LUV MACHINESシリーズ」、幅10cmのスリムパソコン「LUV MACHINES Slim シリーズ」、インテ
ル第5世代 CPUを搭載した15.6型スタンダードノート「LuvBook Fシリーズ」を発売し、7月27日15時より、マウスコンピューターWEBサイト、電話
通販窓口にて受注を開始します。製品の出荷は7月31日以降順次行います。また、本日発表する製品以外にも多くのモデルがラインアップし、随時モ
デルを追加いたします。

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 / LUV MACHINES Slimシリーズの主なスペック
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チップセット

500GB 
SATAIII 

7200rpm

DVDスーパーマル
チドライブ
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LUV MACHINES / LUV MACHINES Slimシリーズの主なスペック

機種名 OS プロセッサ
ー

メモリ
ハードディ
スク

光学ドライブ グラフィックス 液晶ディスプレイ
価格(税
別)

LB-
FH520B

Windows  10
Home

64ビット

インテル® 
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i3-5010U 
プロセッサ
ー 4GB DDR3L

PC3 
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500GB 
SATAⅡ  
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DVDスーパーマルチドラ
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円
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プロセッサ
ー
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7万9,800
円

LUV MACHINESシリーズ 販売ページ

LUV MACHINES SLIMシリーズ 販売ページ

Luv Book F シリーズ 販売ページ(フルHDモデル)

Luv Book F シリーズ 販売ページ（HDモデル）

高級感のあるブラックを基調とし、シルバーのラインがアクセントとなる
デザインで、SSD＆HDDのツインドライブ構成や、グラフィックスボード
搭載の製品もラインアップ。

優れたコストパフォーマンスを兼ね備えます。第4世代インテル® Core™

i3 プロセッサーを搭載し、5万円台からの低価格を実現。

横幅 10cm、縦置き・横置きが可能なスリムタイプなパソコンながら、
SSDとハードディスクの同時搭載も可能です。

大容量ハードディスク・大容量メモリの選択などカスタマイズ性にも優
れ、部屋のインテリアなどに合わせてブラックとホワイトのカラー選択が
可能です。

最新の 第 5 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。前世代プロセッ
サー(22nm)から14nmへプロセスルールを縮小し、CPUの性能を向上しな
がらも低消費電力化を図り、バッテリー駆動時間の延長を実現しました。

15.6型の普及型のテンキー付ノートパソコンで、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、広い用途でご利用できます。

Windows 10 の特長

使いやすくなったスタートメニュー、デスクトップ

スタートメニューがWindows8.1と比べて、一回り大きくなり、ピン留めしたアプリやお気に入りのアプリを集め、アクセスしやすいように配慮する
ことができます。

また簡単なスナップ操作で最大4つのアプリをデスクトップ上に並べて表示し、やりかけの作業をすべて 1つの画面で確認できます。もっと広い領域
が必要なときや、グループ化する必要があるときは、仮想デスクトップを作成することもできます。

新しいブラウザ「Microsoft Edge」

「Microsoft Edge」はWeb ページに直接メモを手書きする(※1)か、キーボード入力して他の人と共有したり、無駄のないすっきりとしたレイアウト
でオンライン記事を読んだり、お気に入りのコンテンツを後で読めるように保存したりすることができます。

One Windows ひとつのOSであらゆるデバイスで最適な画面

あらゆるデバイスで、その使い方に合わせてアプリの外観を切り替えることができます。2-in-1 デバイスでは、タッチ操作に合った画面と、キーボー
ドおよびマウスによる操作に合った画面とを使い分けることができます。

※1 手書き機能はハードウェアによって異なります。

「LUV MACHINESシリーズ」の特長 
「幅の広い製品ラインアップで、最新プロセッサーを搭載」

「LUV MACHINES Slimシリーズ」の特長 
「拡張性や、利便性を重視した使い勝手の良いスリムパソコン」

「LuvBook Fシリーズ」の特長 
｢最新の第5世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載し、 
6万円台からの普及価格帯を実現」

LUV MACHINES / LUV MACHINES SLIM シリーズの詳細スペック

製品型番 Lm-iH310B Lm-iHS210B

OS Windows 10 Home 64 ビット

プロセッサー インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー (2コア/3.70GHz/3MBキャッシュ/HT対応)

チップセット インテル® H81 Expressチップセット

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-12800 （4GBｘ1)

ハードディスク 500GB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm)

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,microSD 含む)、メ
モリースティック(Pro,Micro(M2) 含む)、xDピクチャーカード、マルチ

メディアカード (MMC4.0 含む)］

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4400

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x1）、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x2(背面) ●USB3.0ポート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x1)

電源 350W (80PLUS BRONZE) 300W (80PLUS BRONZE)

サイズ 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm 100(幅) x 393(奥行き) x 364(高さ) mm

液晶ディスプレイ -

保証 1年間無償保証

価格(税別) 5万4,800円

※ グラフィックスボードによりスロットが占有されます。

LuvBook Fシリーズの詳細スペック

製品型番 LB-FH520B LB-FF550S

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー  

(2コア/2.10GHz/3MBスマートキャッシュ/HT対応)
インテル® Core™ i5-5200Uプロセッサー  

(2コア/2.20GHz/TB時最大2.70GHz/3MBスマートキャッシュ/HT対応)

メインメモリ
4GB DDR3L (4GBx1)

SO-DIMM PC3-12800

ストレージ 500GB 5400rpm HDD

グラフィックス インテル® HDグラフィックス5500

ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

カードスロット
マルチカードリーダー(前面×1) 

［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含む)、マルチメディアカード］

 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) 15.6型 フルHDノングレア液晶（LEDバックライト 1,920×1,080)

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：●USB3.0ポート x2(左側面ｘ2) ●USB2.0 ポートx2(右側面ｘ2)●D-subポート x1(左側面)●HDMI x1 (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x1 ギガビットLAN (左側面)

電源
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 40W）

バッテリー  
駆動時間

約 4.55 時間 (JEITA2.0 *1) 約 4.42 時間 (JEITA2.0 *1)

サイズ 約 374（幅) x258.5(奥行き) x 24.7(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

重量 約 2.2kg

保証 1年間無償保証

価格(税別) 6万7,800円 7万9,800円

注*1 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。

©NEOWIZ GAMES. All rights reserved. 
©RED DUCK Inc. All rights reserved. 
NVIDIA and The Way Its Meant To Be Played are registered trademarks of NVIDIA Corporation. All rights reserved. 
©GameOn Co., Ltd. All rights reserved.  
Copyright © MouseComputer CO.,LTD All Rights Reserved.

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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