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薄さ12.9mm、約10時間駆動の持ち運びに最適な 
13.3型ノートパソコン 10月6日（金）販売開始

2017.10.06

マウスコンピューターTOP > マウス、薄さ12.9mm、約10時間駆動の持ち運び…
Like 2 ツイート 0

家電量販店専用モデル「MB13ESV」

※ 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、薄さ12.9mm、動作時間約10時間を実
現した持ち運びに最適な13.3型モバイルノートパソコン「MB13ESV」を2017年10月6日（金）より全国のマウスコンピューター製品取り扱い家電量
販店にて販売開始します。

新製品特長

薄さ12.9mm、約10時間駆動の持ち運びに最適なノートパソコン

本製品は、薄さ12.9mm（突起部込み16.8mm）に抑えた薄型筐体を採用。また付属品のACアダプタも約85ｇと軽量化しておりカバンに入れても邪魔
になりにくいサイズとなります。自宅やオフィスの中の移動はもちろん、外出先への持ち運びも快適です。

機能面では、電力消費の少ないデュアルコアCPU「インテル® Celeron® プロセッサー N3350」を採用する事でバッテリー駆動時間約10時間を実現し
ております。（JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定）

スタイリッシュなアルミボディを採用しており、薄型筐体と相まって高級感を引き立てています。

本体寸法（幅×奥行×高さ)

318×211×12.9mm（折り畳み時/突起部含まず） 

318×211×16.8mm（折り畳み時/突起部含む）

ACアダプタサイズ（幅×奥行×高さ)：67 x 49.5 x 28 mm 

ACアダプタ重量(g) ：約85g

Windows Hello 対応指紋認証センサー搭載

タッチパッド部に Windows Hello 対応の指紋認証センサーを搭載。指紋情報を登録することにより、従来のパスワード入力の代わりにワンタッチで
簡単にWindowsへのサインインが出来るようになります。また、パスワード入力の盗み見をされる心配もなく、手軽にセキュリティを高めることがで
きます。

Windows Hello 対応指紋認証センサーでらくらくログイン

標準付属 USB Type-C 変換アダプタを使用して外部液晶出力も可能。

本体の USB 3.0 Type-C 端子に付属のアダプタを取り付けることで HDMI、USB 3.0 Type-A、USB Type-C（充電用）に変換が可能です。HDMI端子を
使用して外部モニタやテレビに映像出力が出来るので、プレゼンテーションや映画鑑賞なども大画面でお楽しみいただけます。

製品仕様

製品型番 MB13ESV MB13ESV-A

OS Windows 10 Home 64ビット

オフィスソフト -
Office Home and Business Premium (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 N3350 

（2コア/1.10GHz/IBT時最大2.40GHz/2MB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 500 

（搭載メモリの半分を上限にシェア）

メモリ

標準容量 4GB PC3-12800 LPDDR3 SDRAM

スロット数/最大
容量

空きスロット0/最大 4GB

ストレージ
eMMC 64GB

HDD -

光学ドライブ -

カードリーダー -

液晶パネル 13.3型 フルHDノングレア （1,920×1,080）

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

USB 3.0 Type-C左側面×1 （充電兼用）

イーサネット -

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

サウンド ヘッドフォン出力(ミニジャック メス 右側面×1)

ディスプレイ出
力

PC本体側無し 

（付属の USB / HDMI 変換アダプタを使用し、HDMI 1.4b 出力ができます)

Webカメラ 200万画素

マウス タッチパッド

キーボード 87キー日本語キーボード

スピーカー ステレオスピーカー（内蔵）

その他 指紋センサー (タッチパッド部×1)

電源
バッテリー リチウムイオン

ACアダプタ 入力：AC100V-240V（50Hz/60Hz）、出力：DC12V 2A（24W）

動作時間
約10時間 

（JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間です）

重量 約1.3kg（※付属品を含まず）

本体寸法 
（幅×奥行×高さ）

318×211×12.9mm（折り畳み時/突起部含まず） 

318×211×16.8mm（折り畳み時/突起部含む）

使用環境 温度 10～35℃、湿度 8～80%

ソフトウェア マカフィーリブセーフ（60日体験版）

付属品
ACアダプタ・USB Type-C ケーブル・USB / HDMI 変換アダプタ・ 

ファーストステップガイド・サポートマニュアル・製品保証書

省エネ法に基づくエネルギー消費
効率

R区分 0.14（A）

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

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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