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マウスコンピューター、GeForce® GTX™ 950M 搭載の 
コストパフォーマンスに優れたノートパソコンを販売開始！

2016.06.02

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、GeForce® GTX™ 950M …
Like 0 ツイート 0

m-Book K シリーズ

※画面はイメージです。

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）は、15.6 型筐体の m-Book K シリーズにインテル® Core™ i5-6300HQ

プロセッサー搭載モデルを追加、グラフィックスに GeForce® GTX™ 950M を搭載し、コストパフォーマンスに優れたモデルを 8万 9,800円（税別）
より、販売開始いたします。

本製品は 6月2日（木）11時 00分より、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、G-Tune

Garage 秋葉原店にて受注及び販売を開始いたします。 

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。

m-Book K シリーズ 製品ページ

ラインアップ

機種名 プロセッサー メモリ
ストレ
ージ

グラフィックス ディスプレイ 無線 LAN OS 価格(税
別)

MB-
K660SN-

S1
インテル® Core™ i5-
6300HQ プロセッサー

4GB
DDR3L
PC3-
12800

120GB
SSD

GeForce®
GTX™ 950M

2GB

15.6 型フル HD ノングレ
ア液晶 (1,920×1,080)

IEEE802.11(ac/a/b/g/n) &
Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュー

ル

Windows 10
Home 64 ビット

89,800
円

MB-
K660SN-

S2

8GB
DDR3L
PC3-
12800

240GB
SSD

99,800
円

新製品の特長

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデルをラインアップに追加

m-Book K シリーズに搭載している第 6 世代インテル® Core™ i5 プロセッサーは「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」など 最新のテクノ
ロジーに対応、 バッテリー駆動時や低負荷時は低クロック稼働し消費電力を最低限に抑え、高速処理が必要な時は最大周波数へクロックアップ、使
用状況にあわせ適切な動作クロックに自動で変わります。 フル HD 解像度に対応したノングレア 15.6 型液晶と GeForce® GTX™ 950M を搭載し、外
出先・出張先やご自宅など、いつでもどこでも、画像編集や動画編集など、クリエイティブな作業をより快適な環境でお楽しみ頂けます。

使いやすさと親和性を融合させた、Windows 10 を搭載

スタートメニューが Windows 8.1 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置す
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。

Windows® 7 Professional プリインストールモデルもラインアップ

m-Book K シリーズは Windows® 7 Professional プリインストールモデルをお求め頂けます。 

また BTO で Windows® 7 Professional(ダウングレード権施行) への変更を可能とし、Windows 10 ダウングレード権を用いて、お使い頂くユーザー様
の好きなタイミングで Windows® 7 から Windows 10 へアップグレードが行えます。 

※ Windows® 7 Professional プレインストールモデルは Windows 10 搭載モデルと販売価格が異なります。

Windows 10 Pro ダウングレードサービスの詳細については下記URLを参照ください。 

http://www.mouse-jp.co.jp/bto_customize/windows10_dg.html

幅広い BTO 項目を提供、デュアルストレージ搭載やメモリの増設も可能

本モデルはハードディスクの場合最大 2TB、SSD の場合最大 960GB まで搭載可能となり高速性、大容量性、どちらにも優れたストレージ構成を構築
頂けます。メモリは最大 16GB まで搭載可能とし、BTO カスタマイズを行う事でユーザー１人１人に合わせた最適なカスタマイズが可能です。

24 時間 365 日安心電話サポート。

標準で 24 時間 365 日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いただけます。 

（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

仕様詳細

製品型番 MB-K660SN-S1 MB-K660SN-S2

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-6300HQ プロセッサー 

( 4 コア / 2.30GHz / TB 時最大 3.20GHz / 6MB スマートキャッシュ)

メインメモリ
4GB (4GB×1枚) 8GB (8GB×1枚)

SODIMM PC3-12800 最大搭載容量 16GB(8GB×2)

ストレージ 120GB SSD 240GB SSD

チップセット インテル® HM170 Express

グラフィックス GeForce® GTX™ 950M / 2GB

光学ドライブ - (BTO選択可)

カードスロット
マルチカードリーダー (前面) 

［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 ac/a/b/g/n

Bluetooth® Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

液晶パネル 15.6 型フル HD ノングレア（1,920×1,080 LED バックライト)

サウンド ハイ・デフィニション・オーディオ

WEB カメラ 200万画素 / デジタルモノラルマイク内蔵

マイク 内蔵モノラルマイク

その他
日本語キーボード(103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×3 (右側面×1 左側面×2)  

●USB 2.0 ポート×1 (右側面) ●D-sub ポート×1 (左側面) ●HDMI×1 (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×1
ギガビット LAN (左側面) ●セキュリティーロック×1 (右側面)

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 19V DC 6.15A 120W )

バッテリー動作時間 約 5.2 時間 ( JEITA2.0 )

サイズ 約 374（幅) × 249.5(奥行き) × 32.8(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

重量 約 2.4kg

保証 1 年間無償保証

価格(税別) 8万9,800円 9万9,800円

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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