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世界に1つだけのオリジナルパソコンが作れる特別イベント
「マウスコンピューター親子パソコン組み立て教室」を 7月29日（土）に長野県の飯山工場にて開催！

～ 6月 1日（木）よりホームページにて応募受付開始 ～

2017.06.01

マウスコンピューターTOP > 世界に1つだけのオリジナルパソコンが作れる特…
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※ 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、小学 6年生のお子様と保護者を対
象にした「2017年度親子パソコン組み立て教室」を 7月 29日（土）に開催いたします。 

 2010年から開催し、今年で 8回目を迎えるイベントで、子ども達がマウスコンピューターの生産拠点である、長野県飯山工場において、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。
 マウスコンピューターの特徴である BTO（Build to Order＝カスタマイズ）と呼ばれる用途や欲しい構成にあわせて部品を選択することができる仕
組みを活かし「参加者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、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選びから 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となってお
ります。

イベントにご参加いただいたお子様の中には、組み立てたパソコンを夏休みの自由研究として発表されるお子様も多くいらっしゃいます。
 組み立ては、工場で実際にパソコンを組み立てているスタッフがマンツーマンで指導いたしますので、初めてパソコンに触れる方にも安心してご参
加いただけます。
 過去にご参加頂いたお子様からは、「世界に 1つだけの MY パソコンを作ることができて嬉しい。大事に使いたい」「先生がやさしく教えてくれ
て、楽しく組み立られた」、保護者の方からは、「夏休みの自由研究でとても良い経験ができた」「子供がパソコンについての興味を深め、更に自分
で作ったものを使う喜びを知ってもらうことができた」というご感想をいただいております。
 また、今回はこのイベントをたくさんの方に知っていただきたいという思いから、SNSを連動させたプレゼントキャンペーンを実施いたします。

その他、組み立て教室当日は、同飯山工場にて、早朝6時より「マウスコンピューター製品訳ありセール」を開催致します。

「2017年親子パソコン組み立て教室」特設サイト http://www.mouse-jp.co.jp/company/info/kumitate.html

1. 開校式 

マウスコンピューターの紹介と、組み立て教室開校式を行います。

2. 1時間目 パソコン製造工場見学 

マウスコンピューターのパソコンの多くを製造する飯山工場内の実際の製
造ラインや組み立てたパソコンの動作をチェックする検査エリア、パソコ
ンを箱に詰める出荷エリアまで見学します。

3. 2時間目 組み立てパーツ集め 

自分が作るパソコンに必要な部品を集めます。CPU、メモリ、グラフィッ
クカード等パソコンに入っている主な部品の名前や役割を勉強します。

4. 3時間目 パソコン組み立て 

パソコン組み立て前にねじ回しや、部品の取り付けなど、本番の前に練習
の時間も設けています。ドライバーを触るのが初めてというお子様も安心
です。
そしていよいよパソコン組み立てにとりかかります。
組み立て後は、品質チェックを行い電源を入れ、無事電源がついたら完成
です。

組み立て教室スケジュール

2017年度 親子パソコン組み立て教室 募集要項

日時 2017年 7月 29日（土）13時 ～ 17時 （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。

応募受付期間 6月1日（木) 11時 ～ 6月15日（木) 18時まで

参加申込方法
親子パソコン組み立て教室イベントページから

http://www.mouse-jp.co.jp/company/info/kumitate.html

参加費用
お申込みいただいたパソコンの代金（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、お好きなパソコンを選択いただけます。
※一部、対象外のパソコンがございます。

当選者の発表 6月 20日(火)頃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）

※イベントに関する読者からのお問い合わせ先
「2017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

■OS : Windows 10 Home 64ビット
■CPU : インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー
■グラフィックス : GeForce® GTX 1070（8GB）
■メモリ : 16GB PC4-19200 (8GB×2)
■HDD : 1TB
■電源 : 500W（80PLUS® SILVER）
■商品URL：http://www.g-tune.jp/desktop/nextgear_micro_h170/

販売価格 161,784円の 3割引で、113,249円（税込/送料無し） 

※ 6/1 現在の販売モデルおよび価格

■OS : Windows 10 Home 64ビット
■CPU : インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー
■グラフィックス : GeForce® GTX 1060 (3GB)
■メモリ : 8GB PC4-19200 (8GB×1)
■HDD : 500GB
■ディスプレイ: 15.6型 フルHDノングレア液晶 (1,920×1,080)
■商品URL：http://www.g-tune.jp/note_model/i5540/

販売価格 150,984円の 3割引で、105,689円（税込/送料無し） 

※ 6/1 現在の販売モデルおよび価格

■OS : Windows 10 Home 64ビット
■CPU : インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー
■メモリ : 8GB PC4-17000 (8GB×1)
■M.2 SSD : 256GB
■HDD : 1TB
■ディスプレイ: 15.6型 フルHDノングレア液晶(1,920×1,080)
■商品URL：http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/mbf575/

販売価格 113,184円の 3割引で、79,229円（税込/送料無し） 

※ 6/1 現在の販売モデルおよび価格

パソコンの組み立て時間および、構成・費用の紹介

組み立てるパソコンは、一部を除きマウスコンピューターで販売を行っているパソコンの中から好きなパソコンを選ぶことができます。デスクトッ
プ、ノートパソコンの構成一例と、組み立て目安時間は下記となります。
パソコンのことはあまり詳しくない、どんなパソコンを選べばいいのかわからない、という参加者様には、お電話、またはフォームで組み立てるパソ
コンについてご相談を承っておりますので、安心してイベントにお申込みいただくことができます。

＜参考例 1＞NEXTGEAR-MICRO im570GA8-SP

＜参考例 2＞NEXTGEAR-NOTE i5540BA1-SP

＜参考例 3＞m-Book F575SN1-SH2

マウスコンピューターの「親子組み立てパソコン教室」をたくさんの方に
知っていただきたいという思いから、「今年のイベントに参加したい」、
「過去に参加したことがある」、「参加をするならこんなパソコンを組み
立ててみたい」、など様々な声を SNS 上で募集します。イベント特設サ
イトの URL と共に「＃マウスパソコン組み立て教室」のハッシュタグをつ
けて、SNS に投稿いただいた方の中から 10名様にマウスコンピューター
オリジナルコードキャッチャーをプレゼントいたします。

マウスコンピューター公式 Twitter：@mouse_computer

SNSプレゼントキャンペーン

訳ありセール

毎年、親子パソコン組み立て教室と同日同場所で開催している、「訳ありセール」は、製品の箱汚れや本体の傷などで販売できないパソコンやお店や
イベントなどで使用していた展示パソコンを再整備し、「訳あり品」として現金特価販売するアウトレットセールです。マウスコンピューター WEB

や家電量販店では購入できない、このセールだけの限定モデルも、特価で販売します。今年はパソコン部品の単品販売も行う予定です。

昨年も、長野県内のお客様だけでなく、県外からのお客様にもお越しいただきました。
 オープン前から 400 人を超える長蛇の列ができ、大変ご好評頂いております。

日時 2017年 7月 29日（土）早朝 6時 ～ 9時

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）

販売商品イメージ

・オフィスや家庭の使用に最適なパソコン
・3Dゲームやオンラインゲームも快適に遊べる、ハイスペックなパソコン 
・写真の加工や、動画編集に適した、クリエイターやエンジニア向けパソコン

・幅広いラインナップの液晶ディスプレイ

記載されている情報は発表時点のものです。※
画像はイメージです。※
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