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マウスコンピューター、第6世代インテル® Core™プロセッサーとGeForce® GTX™970Mを搭載した  
ハイパフォーマンスノートパソコンを15万円台から販売開始！

～ 最大4画面出力も可能となった最新モデルラインアップ ～
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マウスコンピューターTOP > 第6世代インテル Core プロセッサーとGeForce G…
Like 0 ツイート 0

m-Book P シリーズ正面 m-Book P シリーズ背面

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6世代 インテル® Core™ i7 プロセ
ッサーとGeForce® GTX™970Mを搭載した15.6型 フルHDに対応するノートパソコン「m-Book Pシリーズ」を15万9,800円から販売を開始します。第
6世代CPUとハイエンドグラフィックスにより、最新3Dゲームや動画加工において真価を発揮する製品です。 

今回発表する新製品は、10月29日（木） 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。

新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー メモリ ストレージ グラフィックス 液晶パネル 無線LAN OS 価格 (税別)

MB-P960B

インテル®
Core™ i7-
6700HQ 

プロセッサー

8GB DDR4 PC4-
17000

500GB HDD

GeForce®
GTX™970M 

3GB 
+

Intel® 
HD 

グラフィックス  
530

15.6型  
フルHD 
ノングレア  
液晶

(1,920x1,080)

IEEE802.11n
対応無線LAN
モジュール  
+ Bluetooth®

4.0

Windows 10 
Home 

64 
ビット

15万9,800円

MB- 
P960S-SP

16GB DDR4 PC4-
17000

インテル®  
120GB SSD 
※1 
+  

500GB HDD

16万9,800円

MB- 
P960X-M2

32GB DDR4 
PC4-17000

Samsung SM951
M.2 SSD 256GB 

+ 
1TB HDD

21万9,800円

m-Book P シリーズ 販売ページ

新製品の特長

最新のインテル®プロセッサーとGeForce® GTX™970M、を搭載し多画面出力にも対応

m-Book Pシリーズは最新の第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサーとGeForce® GTX™970Mを搭載し、自宅のデスクトップパソコンの代わりとし
ても十分なスペックを持ったパソコンとなっております。また、外部ディスプレイ用端子としてHDMI (V2.0接続) x1、Mini DisplayPort x2を搭載しま
す。最新のHDMI V2.0に対応する事でテレビやお持ちの液晶に4K 解像度/60Hz出力に対応し、より滑らか、よりキレイな画質で映像コンテンツを楽し
むことができます。 また、外部映像出力端子を3つ搭載する為、ノートパソコン本体の液晶画面を含めた最大4画面の出力が可能となりました。  

ハイエンドであるGeForce® GTX™970Mを高負荷状態時も低い温度で保つための強力な冷却機能を設けていながらも、重量を2.5Kgに抑えました。ま
た、ご自宅にて据え置きとしても満足の出来るハイスペックな仕様です。m-Book Pシリーズはハイブリッドグラフィックスに対応し、システム上で
GeForce® GTX™970M とIntel® HDグラフィックスをシームレスに切り替えることにより、バッテリー寿命とパフォーマンスの両面からサポートしま
す。

超高速M.2規格/PCI Express が最新世代に」（MB-P960X-M2に標準搭載）

高速化の一途をたどるSSDは、SATA Rev3 の最大通信速度（6Gb/s）を超えるパフォーマンスを発揮する製品が発表されており、このような最新SSD

のパフォーマンスを最大限に発揮するため、新たな規格が提案されております。  

今回、販売開始するm-Book Pシリーズは最新世代であるM.2規格/PCI Express Gen3 x4接続に対応したプラットホームとなり、前世代の
Gen2(1420MB/s)の読込速度を大幅に超える(2247MB/s)を実現し、より大容量のデータを扱うシーンで真価を発揮します。  

前世代のGen2より最新世代のGen3では実測値で約1.6倍高速化しました！！

※測定ハードウェア仕様：Windows 10 Home 64ビット、インテル®Core™ i7 6700HQプロセッサー、16GBメモリ 
※測定ソフトウェア仕様：CrystalDiskMark 5.0.2x64 
※スコアは自社計測による参考値です。ご利用環境により測定結果に高低が発生いたします。

使用用途に合わせた幅広いカスタマイズ可能！

BTO に対応し、メモリ容量は最大32GB搭載可能となり、ユーザー一人一人に合わせたノートパソコンを実現します。 無線LANは標準構成にて
「IEEE802.11b/g/n」に対応、更に「IEEE802.11a」や最新の高速無線LAN規格「IEEE 802.11ac」にカスタマイズにて対応致します。また各種周辺機
器や最新のMicrosoft® Office® Premiumシリーズの同時購入も可能となります。

24時間365日無償電話サポート対応

標準で365日24時間の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、ご購入後も安心してご利用頂けます。 

（弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

新製品の詳細スペック

製品型番 MB-P960B MB-P960S-SP MB-P960X-M2

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー  

(4コア/2.60GHz/TB最大3.50GHz/6MB キャッシュ/HT対応)

メインメモリ

8GB DDR4 PC4-17000 
(8GBx1枚)

16GB DDR4 PC4-17000 
(8GBx2枚)

32GB DDR4 PC4-17000 
(8GBx4枚)

最大搭載容量 32GB(8GBx4)

ストレージ 500GB 5400rpm HDD

インテル®  
120GB SSD ※1 

+ 
500GB 5400rpm HDD

Samsung 
SM951

M.2 256GB 
+ 

1TB 5400rpm HDD

チップセット インテル® HM170 Express チップセット

グラフィックス GeForce® GTX™ 970M (ビデオメモリ GDDR5 3GB)/ インテル® HD グラフィックス 530

ドライブ -

カードスロット
マルチカードリーダー (右側面) 

［SDメモリーカード(SDXC,SDHC 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

液晶パネル 15.6型 ノングレアIPS方式液晶 (LEDバックライト フルHD 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 200万画素

その他
テンキー付日本語キーボード（107キー LEDバックライト付き）、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x4(左側面x1、右側面x2、背面x1) ●HDMI x1(左側面) mini DisplayPortx2 (左側面) ●ヘッドホン出力(右側面)、マイク
入力(右側面)●LANポートx1 ギガビットLAN (右側面)●S/PDIFx1(右側面)

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19.5V DC 180W）

バッテリー  
駆動時間

約 5.8 時間 (JEITA2.0 *2) 
注*2 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基いて測定。

サイズ 約 385（幅) x275(奥行き) x27.0(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

重量 約 2.5kg

保証 1年間無償保証

価格(税別) 15万9,800円 16万9,800円 21万9,800円

※1 販売開始時より SSD 120GB を無償プレゼント（通常時 SSD は非搭載）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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