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新TV-CM公開記念 限定台数モデル 
4コアCPUとSSDを搭載した15.6型ノートパソコンを3万円台より 

6月19日（月）販売開始
2017.06.19

マウスコンピューターTOP > マウス、新TV-CM公開記念 限定台数モデル 4コア…
Like 0 ツイート 0

「m-Book B503E」

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、4コアCPUとSSDを搭載した15.6型ノ
ートパソコンを39,800円（税別）で販売いたします。本製品は乃木坂46のメンバーが出演する新しいTV-CMで紹介しているモデルとなり、限定台数
14,000台での販売となります。

製品特徴として、4コアCPU「インテル® Celeron® プロセッサー N3450」と「120GB SSD」を搭載しており、当社の同等セグメントにおける従来の
製品と比較し、CPUのグラフィックス処理性能が向上しています。これにより、WEBブラウンジングや、写真や画像を活用した文章作成、ビデオチ
ャットなどの普段使いの快適性はもちろん、3D映像を活用するWEBブラウザ上で動作するゲームなども快適にプレイすることができます。また、同
一仕様にて、「Microsoft® Office Home and Business Premium」と、「1年間のOffice 365サービス」が付属したモデルを59,800円（税別）より販売
いたします。

本製品は2017年6月19日（月）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。
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乃木坂CMスペシャルサイト

小型ACアダプタ/電源ケーブル

L字型プラグ採用でデスク回りをシンプルに

製品特長

新TV-CMの公開を記念した限定台数モデル。

本製品は乃木坂46のメンバーが出演するTV-CMで紹介しているモデルとなり、限定台数14,000台での販売となります。最新CMは下記乃木坂CM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CMスペシャルサイト：http://www.mouse-jp.co.jp/campaign/nogizaka46/

グラフィックス処理性能が向上した4コアCPUを搭載。

従来の当社製品と比べて、グラフィックスの処理性能が向上した4コアCPU「インテル® Celeron® プロセッサー N3450」を搭載しています。WEBブ
ラウンジングや、写真や画像を活用した文章作成、ビデオチャットなどの普段使いはもちろん、3D映像を活用するWEBブラウザ上で動作するゲーム
なども快適にプレイすることができます。

【ベンチマークスコア取得要件】
m-Book B503E（新製品） ：Celeron® N3450 / 4GB（4GB x 1）/ 120GB SSD 

m-Book B502E（従来製品）：Celeron® N3160 / 4GB（4GB x 1）/ 120GB SSD

※ ベンチマークソフトウェア「3DMark Ice Storm」によるスコア結果です。数値が高いほど、高速な処理結果が期待できます。 

※ 弊社の環境における特定構成のパソコンでベンチマークを計測した数値となります。掲載しているスコアは参考値であり、使用するデバイスや環
境、その他の要因によって測定結果は変動します。

高速なデータ転送を可能にする、SSDを標準搭載。

システムドライブにSSDを標準搭載しています。HDDと比較して高速なアクセスを実現し、省電力性や耐衝撃性にも優れています。特に最大の特徴
である高速なアクセス性に関しては、読み出し速度が一般的なHDDと比較して5倍以上の速度を発揮するため、多くの用途で快適な挙動を実現しま
す。

【ベンチマークスコア取得要件】
グラフ1：m-Book B503E / Celeron® N3450 / 4GB（4GBｘ1）/ 120GB SSD 

グラフ2：m-Book B503E / Celeron® N3450 / 4GB（4GBｘ1）/ 500GB HDD 5400rpm

※ 「CrystalDiskMark v5.2.1 x64」における「Seq Q32T1データ」のRead（読み出し）速度結果です。数値が高いほど、高速な処理結果が期待でき
ます。
※ 弊社の環境における特定構成のパソコンでベンチマークを計測した数値となります。掲載しているスコアは参考値であり、使用するデバイスや環
境、その他の要因によって測定結果は変動します。

画面への映り込みが少ない、15.6型のノングレア液晶を採用。

グレア液晶と比べて室内の照明や外光の映り込みが少ないノングレア液晶を採用しています。そのため、使用環境による背景の映り込みを気にせず、
幅広い環境で作業が可能です。

また、映り込みが少ないことにより長時間の使用でも目への負担が軽く、文章作成などのオフィスワークにも適しています。

HDMI端子とVGA端子（D-Sub）を搭載。幅広い環境に対応。

4K出力に対応した外部出力ポートとして、HDMIを1基搭載しています。4K外部ディスプレイに接続すれば、ノートパソコン本体に採用しているHD液
晶ディスプレイよりも高い解像度での動画鑑賞や、広大なワークスペースによるクリエイティブ作業をすることが可能です。

また、VGA端子（D-sub）を搭載し、アナログの映像出力にも対応しているためHDMI端子を持たないプロジェクターを活用するシーンなど、幅広い
環境に対応可能な製品です。

様々な周辺機器に対応する、種類豊富なI/Oポートを搭載。

大容量の外付けストレージなどを接続できるUSB3.0ポートを、Type-A形状にて1基、Type-C形状にて1基搭載しています。旧来の周辺機器に採用が多
い、USB2.0ポートも2基搭載し、レガシーな周辺機器にも対応する柔軟性を備えています。

また、保存データを移して手軽に移動できるカードスロットも搭載しています。SDカードをはじめ、高速大容量なSDXCカード（UHS-Iまで対応）
や、MMCカードなど、複数のカードに対応します。

リフトアップ構造と、ゆとりのある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、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していま
す。キーボードには、約18mmのゆとりあるキーピッチと、約1.8mmの深めのキーストロークを確保した107キー日本語配列のキーボードを採用して
います。

また、操作性を考慮し、右クリック・左クリックそれぞれを物理ボタンとして、タッチパッドとの区切りをつけています。クリックボタンがタッチパ
ッドと一体化した製品と比べて、確かなクリックを感じることができるため、心地よい入力を実現します。

107キー日本語配列のキーボード

タッチパッドと区切りのついたクリックボタン

タッチパッドと区切りのついたクリックボタン

小型のACアダプタとの組み合わせで、デスク回りもシンプルに。

約150gの小型・軽量設計のACアダプタと、長さ約1mの電源ケーブルが付属します。プラグ形状はL字型を採用しているため、パソコンとの接続時に
余分なスペースを占有することなく、デスク回りをスッキリと、シンプルに活用できます。

BTOカスタマイズで、幅広いニーズに対応。

搭載するメモリの容量や、ストレージ容量の変更、外付けブルーレイディスクドライブの追加など、お客様それぞれのニーズに応じたカスタマイズを
行って、ご注文頂くことが可能です。

また、BTOカスタマイズに不慣れな方でも安心してお買い求めいただけるように、標準でMicrosoft® Office Home and Business Premiumをプリイン
ストールしたモデルもご用意しています。

24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート。

ご購入から1年の間、無償修理保証と24時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客様のパソコンのある生活を万全な体制
でバックアップします。（弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

製品仕様

製品型番 m-Book B503E m-Book B503E-A

OS Windows 10 Home 64ビット

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 N3450 

(4コア/1.10GHz/IBT時最大2.20GHz/2MBキャッシュ ※1)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 500

ビデオメモリ メインメモリからシェア（最大 約2GB） ※2

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

ストレージ SSD 120GB (6Gbps/Serial ATA接続)

光学ドライブ - (BTOにて外付USB接続ドライブを追加可能)

カードリーダー
マルチカードリーダー UHS-I対応 （右側面×1） 

［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ノングレア （LEDバックライト/1366x768 )

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

インターフェイス

●HDMI×1(左側面×1) ●D-Sub×1（右側面×1）●USB3.0×1(Type-C左側面×1) ●USB3.0×1(Type-A / 左側面×1） ●USB2.0×2(右
側面×2 )●イーサネット×1 （1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応 / 右側面×1) ●ヘッドフォン出力(S/PDIFオプティカル出
力兼用)×1(左側面×1) ●マイク入力×1(左側面×1) ●無線 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準

拠モジュール

Webカメラ 100万画素

マウス タッチパッド（スクロール機能付き）

キーボード 日本語キーボード (107キー/ ピッチ約18mm / ストローク約1.8mm)

スピーカー ステレオスピーカー（内蔵）

マイク デュアルアレイマイク（内蔵）

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）

動作時間 約5.4時間(JEITA2.0)

重量 約2.2kg（※付属品を含まず）

本体寸法
（幅×奥行×高さ

mm）

377×259×22.8 (折り畳み時/ 突起部含まず) 

377×259×32.5 (折り畳み時/ 突起部含む)

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 インテル® バースト・テクノロジーを、IBTと省略して表記しています。
※2 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

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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