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毎年、長野県飯山市にある飯山工場で長蛇の列が！
大容量SSD搭載モデルやCore™ i7-6700K搭載モデルなどの高性能パソコンと、 
タブレットパソコンやスティック型も多数！ 今年も開催！「訳ありセール」

2016.07.05

マウスコンピューターTOP > 長野県飯山市にある飯山工場にて今年も開催！訳…
Like 0 ツイート 0

※画面はイメージです。

開催日時

2016年 7月 23日 (土) 8時00分〜12時00分 

※朝6：00より入場整理券を配布

会場

株式会社マウスコンピューター 飯山工場
長野県飯山市木島500番地（木島工業団地内） 

※駐車場あり

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、2016年7月23日（土）にマウスコ
ンピューターの生産拠点、飯山工場（長野県飯山市）にて「訳ありセール」を開催いたします。

開催する「訳ありセール」において、パソコン 約370台（デスクトップパソコン 約70台 、ノートパソコン 約100台、タブレット 約200台）、液
晶ディスプレイ 約150台の販売をいたします。 こちらのイベントでは、わずかな擦り傷や凹みがある製品や、化粧箱が汚れた製品を再整備し、動作
確認ができた商品のみを「訳あり品」として現金特価販売しております。

開催日時は2016年7月23日（土）8：00〜12：00の1日限定となります。

販売製品はパソコン、液晶ディスプレイを定価の最大75％OFFでご用意しております。 タブレットパソコンは19,000円（税込）から、パソコンは
25,000円（税込）から、iiyama液晶ディスプレイは6,000円（税込）から、箱破損などのiiyama液晶ディスプレイ展示デモ機であれば2,000円（税込）
からと多数ご用意しております。 オススメ製品 第1弾では、インテル® Core™ i7-6700K、64GBメモリ、【RAID 0】1TB Samsung SM951 M.2規
格、GeForce® GTX™ 980Mを搭載した17.3型ノートなど3製品をご紹介。その他オススメ商品は、7月12日（火）、7月19日（火）の3週に渡ってイベ
ント紹介ページにて詳細をご紹介して参ります。

訳ありセール 概要

NG-N-i71101PA1-SP 

■OS : Windows 10 Home 64ビット 

■CPU : インテル® Core™ i7-6700K 

■メモリ : 64GB(16GBx4) PC4-17000  

■SSD : 【RAID 0】1TB Samsung SM951

M.2規格 （ストライピング 512GB×2） 

■HDD : 2TB 5400rpm  

■グラフィックス : 

【SLI】GeForce® GTX™ 980M (8GB×2)

NG-i640PA5-SP 

■OS : Windows 8.1 Update 64ビット 

■CPU : インテル® Core™ i7-4790K 

■メモリ : 16GB(8GBx2) PC3-12800  

■HDD : 2TB 7200rpm 

■グラフィックス : 

GeForce® GTX™ 980 (4GB) 

LM-iH410B 

■OS : Windows 10 Home 64ビット 

■CPU : インテル® Core™ i5-6400 

■メモリ : 8GB(8GBx1) PC3-12800  

■HDD : 1TB 7200rpm 

■グラフィックス : 

インテル® HD グラフィックス 530 

※ご注意点※
・現金のみの販売のため、クレジットカードなどによるお支払いは受け付けておりません。
・新ブランドロゴ制定に伴い、旧ロゴと新ロゴの製品が混在いたします。
その他、訳ありセールのご注意点はイベント特設ページをご確認くださいますよう、宜しくお願いいたします。

※オススメ商品は、7月5日（火）、7月12日（火）、7月19日（火）の3週に渡って詳細をご紹介して参ります。

訳ありセール特設ページ

昨年の様子

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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