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長野県飯山市ふるさと納税返礼品再開
名前印刷＆組立体験サービス付帯
～ 納税額 13 万円の 14 型ノート PC ほか ～
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LB-B422SN-SSD-A-IIYAMA LM-iHS302S-A-IIYAMA

※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、2016年 7月 4日より、長野県飯山市のふるさと納税返礼品を申込再
開することをお知らせいたします。

再開理由ですが、2016年 4月 1日の総務省通知を飯山市と協議した結果、在庫品のみ継続し新規返礼品の採用を自粛する方針を取っておりましたが、
「飯山市地域産業」「観光資源の活性化」「利用促進」を主旨に改めて企画開発を進め、弊社飯山工場で組立体験サービスを提供することで、全国の
方々に飯山市へ足を運んでいただくきっかけを作り、 名前印刷サービスにより、製品をお客様ご自身で長くご利用いただくための所有感を高める狙
いです。

申込は、2016年 7月 4日（月）10時より、「ふるなび(運営会社：株式会社アイモバイル)」にて開始いたします。

飯山市返礼品掲載サイト「ふるなび」

名前印刷＆組立体験サービス詳細サイト

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
寄
付
額

LB-
B422SN-
SSD-A-
IIYAMA

インテル® Celeron® プロセ
ッサー N3160

4GB
120GB
SSD

インテル® HD グ
ラフィックス 400

14 型 HD ノングレア液晶
(1,366×768)

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

13
万
円

LM-
iHS302S-
A-IIYAMA

インテル® Core™ i5-6400 プ
ロセッサー

8GB
480GB
SSD

インテル® HD グ
ラフィックス 530

- -
18
万
円

名前印刷＆組立体験サービス概要

組立体験サービス

弊社の生産拠点、長野県飯山市にある飯山工場で、お申込頂いた返礼品をご自身で組立、お持ち帰り頂くサービスとなっております。熟練のスタッフ
がサポートすることで、初めてパソコンを組み立てる方もパソコンの理解を深めながら、安心して完成させることができます。

●組み立ての様子

●組み立て目安時間

名前印刷サービス

納税者の氏名を、ノートパソコンは底面、デスクトップパソコンは側面に印刷するサービスです。 標準テンプレートとして『背景色ブラック、印字
氏名ホワイト』をご用意しており、その他5種を含めた、計6種よりお選びいただけます。返礼品お申込時にご選択ください。

●全 6 種のテンプレート例

※ プリントサイズは、7cm × 2cm です。印刷可能な文字数は、全角 10 文字、半角 18 文字程度となります。

仕様詳細

製品名 LB-B422SN-SSD-A-IIYAMA

OS Windows 10 Home 64ビット

総合ソフトウェア

Microsoft® Office Personal Premium 
＋ 

Office 365 サービス 
(Word/Excel/Outlook + Office 365 サービス 1年ライセンス)

CPU インテル® Celeron® プロセッサー N3160 
( 4コア / 1.60GHz / インテル® バースト・テクノロジー対応 最大 2.24GHz / 2MB L2キャッシュ )

グラフィックス
(ビデオメモリ) インテル® HD グラフィックス 400（メインメモリからシェア）

メモリ 4GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (4GB×1) / 最大8GB (4GB×2)

ストレージ 120GB シリアル ATA SSD（6Gb/s 対応）

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

液晶パネル 14 型 HD ノングレア液晶 ( LED バックライト 1,366×768 )

サウンド ハイディフィニション・オーディオ

スピーカー 内蔵ステレオスピーカー

WEB カメラ 100万画素

マイク 内蔵モノラルマイク

LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応

無線 IEEE802.11 ac/a/b/g/n 対応 最大 433Mbps 対応 ・ Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

その他

日本語キーボード（87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 (左側面×2) ●USB 2.0 ポート×1 (右側面×1) ●HDMI×1 (左側面) ●D-Sub ミニ 15ピン×1（左側面）●ヘッドフォン
出力×1 (右側面) ●マイク入力×1 (右側面) ●LANポート×1(左側面) ●カードリーダー×1 (前面)

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 40W）

バッテリー動作時間 約 8.1 時間 (JEITA2.0)

本体重量 約 1.7kg（ ※ 付属品を含まず ）

本体寸法 約 340（幅) × 242(奥行き) × 26.5(高さ) mm ( ※ 折り畳み時/突起物除く )

主な付属品 電源ケーブル ( 1m )、AC アダプタ

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

寄付額 13万円

製品名 LM-iHS302S-A-IIYAMA

OS Windows 10 Home 64ビット

総合ソフトウェア

Microsoft® Office Personal Premium 
＋ 

Office 365 サービス 
(Word/Excel/Outlook + Office 365 サービス 1年ライセンス)

CPU インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー 
( 4コア / 2.70GHz / インテル® ターボ・ブーストテクノロジー対応 最大 3.30GHz / 6MB スマートキャッシュ )

グラフィックス
(ビデオメモリ) インテル® HD グラフィックス 530 （メインメモリからシェア）

メモリ 8GB PC3-12800 DDR3L (8GB×1) / 最大16GB (8GB×2)

ストレージ 480GB シリアルATA SSD （6Gb/s対応）

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

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

スピーカー 非搭載

LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応

その他

USB 接続日本語キーボード（102キー）、USB 接続光学式マウス

I/O ポート：●USB 3.0 ポート×2 (背面×2) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2、背面 x 2) ●DisplayPort×1 (背面) ●D-Sub ミニ 15ピン×1 (背面) ●DVI-D×1
(背面) ●ラインイン (背面×1) ●ラインアウト (背面×1) ●ヘッドフォン(前面×1) ●マイク入力 (モノラル前面×1 / 背面×1)

電源 300W/AC 100V 【80PLUS® BRONZE】

本体重量 約 7.0 kg（ ※ 付属品を含まず ）

本体寸法 100（幅) × 393(奥行き) × 364(高さ) mm

付属品 CD/DVD ライティングソフト、DVD 再生ソフト

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

寄付額 18万円

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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