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マウスコンピューター、小学 6 年生対象の「2016年度 親子パソコン組み立て教室」を 
長野県の飯山工場にて開催！

～  カスタマイズ可能なオリジナルパソコン作りに挑戦しよう！ ～

2016.06.01

マウスコンピューターTOP > 小学 6 年生対象の「2016年度 親子パソコン組み…
Like 0 ツイート 0

工場見学の様子 組み立ての様子

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）は、子ども達へ最新の IT 技術やパソコンに関する理解を深める場とし
てご好評いただいております、夏のイベント「2016年度 親子パソコン組み立て教室」を 7月 23日（土）に開催いたします。

本年度も弊社の特徴である BTO（Build to Order＝カスタマイズ）を生かした「お客様自身でカスタマイズしたパソコンを組み立てる」ことをメイン
テーマにおいて、子ども達にモノづくりの楽しさを感じてもらうだけでなく、欲しいパソコンをケースから構成まで親子で相談しながら選ぶことで、
組み立てる前からパソコンに親しんでいただける内容にいたしました。

応募受付期間は【2016年 6月 1日（水）～2016年 6月 15日（水）】となり、株式会社マウスコンピューターのホームページでお申し込みいただけま
す。当選者の方には、6月 20日(月)にメールにてお知らせいたします。

「2016年度 親子パソコン組み立て教室」のイベントページ

「2015年度 親子パソコン組み立て教室」昨年のレポートページ

イベントに関する読者からのお問い合わせ先

株式会社マウスコンピューター
「2016年度 親子パソコン組み立て教室」問い合わせ窓口 

https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/campaign/oyakomoushikomi/inquiry.html

組み立て時間目安：2時間
■OS : Windows 10 Home 64ビット
■CPU : インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー
■グラフィックス : GeForce® GTX™ 960（2GB）
■メモリ : 8GB PC3-12800 (8GB×1)
■SSD : 240GB
■電源 : 500W（80PLUS® SILVER）
■保証期間 : 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格 102,384円の 3割引で、71,669円（税込/送料無し）
※ 6/1 現在の販売モデルおよび価格

組み立て時間目安：1～1.5時間
■OS : Windows 10 Home 64ビット
■CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 3215U
■グラフィックス : インテル® HD グラフィックス
■メモリ : 8GB PC3-12800 (8GB×1)
■SSD : 240GB
■ディスプレイ: 13.3型 HD+ ノングレア液晶 (1,600×900)
■保証期間 : 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格 59,184円の 3割引で、41,429円（税込/送料無し）
※ 6/1 現在の販売モデルおよび価格

組み立て時間目安：1～1.5時間
■OS : Windows 10 Home 64ビット
■CPU : インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー
■グラフィックス : GeForce® GTX™ 960M（2GB）
■メモリ : 8GB PC3-12800 (8GB×1)
■ハードディスク : 500GB
■光学ドライブ : DVD スーパーマルチドライブ
■ディスプレイ: 17.3 型フル HD ノングレア液晶 (1,920×1,080)
■保証期間 : 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格 129,384円の 3割引で、90,569円（税込/送料無し）
※ 6/1 現在の販売モデルおよび価格

2016年度 親子パソコン組み立て教室 募集要項

日時 2016年 7月 23日（土）13：30～17：00 （終了時刻は予定となります。）

募集対象 全国の小学 6 年生とその保護者の方（ 2名 1組 ）

募集人数 合計 30組 ※申し込み多数の場合は、厳正なる抽選とさせていただきます。

参加受付期間 6月 1日（水) 11：00 ～ 6月 15日（水) 18:00まで

参加申込方法
株式会社マウスコンピューターのホームページでお申し込みいただけます。 

親子パソコン組み立て教室イベントページ 
http://www.mouse-jp.co.jp/company/info/kumitate.html

参加費用
お申込みいただいた製品代金（税込/送料無し）の 3割引 

※ 交通費・宿泊費は自己負担となります。

組み立て対象製品
当選後、お好きなモデルを選択いただけます。 
※ 一部、組み立て対象外のモデルがございます。

当選者の発表 6月 20日(月)に当選者様のみメールにてお知らせ致します。

開催場所
株式会社マウスコンピューター 飯山工場 

〒389-2234 長野県飯山市木島500番地（駐車場あり）

組み立て時間および、費用の目安

（参考例 1）LITTLEGEAR i310SA3 http://www.g-tune.jp/desktop/littlegear_h110/

（参考例 2）LuvBook J321E-SSD2 http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/luvbookj31/

（参考例 3）m-Book W830B2 http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/mbw83/

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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