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TV-CM公開記念！  
4コアCPUと高速240GB SSDを搭載した 

15.6型ノートパソコンを3万円台にて限定台数販売
2016.12.01

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、TV-CM公開記念！ 4コア…
Like 0 ツイート 0

「m-Book B502E」

※ 画像はイメージです。

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、以下マウスコンピューター）は、TV-CM公開を記念した特別モデルとし
て、4コアCPUと高速240GB SSDを搭載した15.6型のノートパソコン「m-Book B502E」 を3万9,800円（税別）より販売いたします。

また、同一仕様にて、Microsoft® Office Home and Business Premiumをプリインストールしたモデルを5万9,800円（税別）より販売いたします。今
回のモデルは、限定台数20,000台となります。

本製品は、2016年12月1日（木）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、マウスコンピ
ューター製品取り扱い家電量販店にて順次販売を開始いたします。

m-Book B502E製品ページ

乃木坂46 CMスペシャルサイト

ラインアップ
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製品特長

高速データ転送。SSD標準搭載でパソコンライフが快適に。

システムドライブにはHDDと比較して圧倒的な高速アクセスを実現し、省電力性や耐衝撃性にも優れたSSDを搭載。お求めやすい価格ながら、高性
能なストレージを搭載し、ワンクラス上の性能を提供します。

クアッドコアCPU搭載で快適な処理性能。

4つの演算ユニットを内蔵するクアッドコアCPUのインテル® Celeron® プロセッサー N3160を搭載。複数のタスクを同時に処理することで、最新の
WindowsやOfficeソフトウェアを快適に使うことができます。また、先進の14nm製造プロセス技術の採用により、消費電力を大幅に削減しており、
本体からの発熱を低減することで、長時間操作時の快適さにも寄与しています。また、オプションの外付けブルーレイディスクドライブを用意するこ
とで、ブルーレイタイトルの視聴も可能。(※1) HDMI出力端子にフルHD対応のディスプレイを接続すれば、ブルーレイ画質をそのままにお楽しみい
ただけます。

※1 映像によってはコマ落ちする場合があります。映像再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

薄さ約22.8mmを実現しながら、プロジェクターや有線LAN、4Kディスプレイにも接続可能。

薄さ約22.8mmのスリムなボディにプロジェクターなどのアナログ入力形式の映像機器が接続できるD-Sub出力端子を装備。さらに1000Base-T対応の
LAN端子や4K出力(※2) 可能なHDMI端子を搭載、IEEE802.11ac規格に準拠した無線LANも内蔵し、高速なネットワーク環境を実現、パーソナルシー
ン、ビジネスシーンのどちらにもスマートに持ち歩きが可能です。

※2 4K対応ディスプレイに市販のハイスピードHDMIケーブルで接続します。最大3,840×2,160 / 30Hz表示に対応します。

リフトアップ構造とキーボードデザインで快適な操作性

液晶パネルを開くと本体後部が約4.8mmせり上がり、キーボード部分に自然な傾斜がつくことで、タイピング時の打鍵感を快適にするリフトアップ構
造を採用。キーピッチ19mm、キーストローク1.5mmを確保し、テンキーも備えたキーボードを採用することにより、スリムな本体と快適な操作性を
両立しました。

軽さ2.2ｋｇ。小型ACアダプタとの組み合わせでデスク周りもシンプルに。

軽さ約2.2kg、薄さ約22.8mmの15.6型コンパクトボディ。付属ACアダプタも約150gの小型、軽量設計でL字型プラグと長さ約1mの電源ケーブルが付
属致します。 バッテリー動作時間は約5.4時間（※3） を実現しており、外出先でも安心して使うことができます。  

※3 JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.2.0による測定値です。

24時間 365日無償電話サポートで安心をフルサポート

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。）

TV-CM公開記念！限定台数モデル

このモデルは乃木坂46のメンバーが出演するテレビCMで紹介しているモデルとなり、限定台数20,000台での販売となります。最新CMは下記スペシ
ャルサイトでもご覧いただくことができます。
乃木坂46CMスペシャルサイト   ： http://www.mouse-jp.co.jp/campaign/nogizaka46/

仕様詳細

製品名 m-Book B502E m-Book B502E-A

OS Windows 10 Home 64ビット

総合ソフトウェア -

Microsoft® Office Home and Business Premium 
プラス Office 365 サービス  

(Word/Excel/Outlook/PowerPoint/ 
OneNote+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) ※1

ストレージ 240GB シリアルATA SSD （6Gb/s対応）

光学ドライブ - （BTO で USB 外付タイプが選択可能）

カードリーダー
マルチカードリーダー

［対応メディア：SDメモリーカード (SDXC,SDHC含む)、マルチメディアカード］

液晶パネル 15.6型 HDグレア液晶 ( LEDバックライト 1,366×768 )

サウンド ハイデフィニション・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（107キー）、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×2(左側面×2) ●USB2.0 ポート×2(右側面×2)   
●HDMI×1(左側面) ●D-Subミニ15ピン×1（右側面）  

●ヘッドフォン出力(S/PDIFオプティカル出力兼用)×1 (左側面) 
●マイク入力×1 (左側面) ●LANポート×1(右側面) ●カードリーダー×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 40W）

バッテリー動作時間 約5.4時間(JEITA2.0)

本体重量 約2.2kg（※付属品を含まず）

本体寸法 約 377（幅) × 259(奥行き) × 22.8(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

販売価格(税別) 39,800円 59,800円

※1 本製品のメモリ仕様は、標準4GBメモリ1枚（容量4GB）、もしくは4GBメモリ2枚（容量8GB）のどちらかの組合せのみ動作します。その他の容量のメモリや、異なる容
量のメモリ組合せは動作しません。

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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