
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 企業情報 採用情報 フリーワード商品検索

個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り

店舗情報 総合お問い合わせ マイページ

LTE対応13.3型モバイルノートパソコン 
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

2月21日（水）より順次販売開始！
2018.02.21

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、LTE対応13.3型モバイル…
Like 2 ツイート 1

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、LTE対応の13.3 型モバイルノートパソ
コン「MB13BCM8S2WL」を2月21日（水）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順次販売開始します。

本製品は、薄さ約17.6mm※1の薄型筐体を採用した13.3型モバイルノートパソコンとなります。LTEモジュールを搭載しており、外出先でも手軽にイ
ンターネット接続※2が可能な、モバイル環境に適した製品となります。対応バンドは3G（1/19）、LTE（1/3/19/21）となり、日本国内用のSIMロッ
クフリーに対応しています。

ラインアップは、インテル® Celeron® プロセッサー 3865U、8GBメモリ、240GB SSDを搭載する「MB13BCM8S2WL」とMicrosoft® Office を搭載
した「MB13BCM8S2WL-A」の2モデルとなります。

※1 本体寸法（折り畳み時/突起部含まず）  

※2 SIMカードは同梱しておりません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。

製品特長

外出先でも手軽にインターネットに接続

本製品は、LTEモジュールを搭載したノートパソコンとなります。本体左側面にあるmicro SIMカードスロットにSIMカードをセット※1 することで、
外出先でも手軽にインターネットに接続が可能です。

日本国内用のSIMロックフリーに対応※2 しており、対応バンドはNTTドコモ網のバンド3G（1/19）、LTE（1/3/19/21）となります。

通信速度は受信時最大150 Mbps、送信時最大50 Mbpsとなります。通信速度は、仕様上の最大値であり、通信環境やネットワークの混雑状況に応じ
て変化します。

※1 SIMカードは同梱しておりません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。 

※2 海外での使用は保証対象外となります。

持ち運びに便利

本製品は、薄さ約17.6mm※の薄型筐体を採用した13.3型モバイルノートパソコンとなります。カバンへの出し入れにも邪魔にならないように、突起
部分を極力削減したフラットなデザインを採用しております。自宅やオフィス内の移動はもちろん、外出先への持ち運びも快適です。

また、省電力技術が応用されたインテル® Celeron® プロセッサー 3865Uを採用することで、約8.6時間のバッテリー動作時間を実現しており、外出
先でも安心してご使用いただく事ができます。

※ 本体寸法（折り畳み時/突起部含まず）

サイズ ：幅329.8×奥行き225×高さ17.6mm（折り畳み時/ 突起部含まず） 

      幅329.8×奥行き225×高さ20.1mm（折り畳み時/ 突起部含む）  

本体重量 ：約1.5㎏ （付属品含まず）

画面への映り込みが少ない、13.3型のノングレア フルHD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。解像度もフルHDに対応しており、高精細映像も迫力そ
のままにお楽しみいただけます。

充実したインターフェース

本体側面には、4K外部映像出力に対応するHDMIや、USB3.0ポート、マルチカードリーダーなど充実したインターフェースを備えています。

家でも会社でも、さまざまなシーンに合わせて必要な周辺機器を活用していただく事ができます。

各種インターフェース

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 MB13BCM8S2WL MB13BCM8S2WL-A

OS Windows 10 Home 64ビット

オフィスソフト -
Office Home and Business 2016 (Word / Excel / Outlook / PowerPoint /

OneNote) 

CPU
インテル® Celeron® プロセッサー 3865U

(2コア/ 1.80GHz/ 2MBキャッシュ)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 610

(ビデオメモリ) （メインメモリからシェア 最大 約4GB）※1

メモリ
8GB (4GB×2) 

PC4-17000 DDR4 SODIMM / 最大32GB (16GB×2)

ストレージ
SSD 240GB (Serial ATA接続)

HDD -

光学ドライブ -

チップセット -

カードリーダー
マルチカードリーダー（右側面×1） 

［対応メディア：SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)］

液晶パネル 13.3型 フルHDノングレア (LEDバックライト/1,920×1,080 )

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

インターフェース
●HDMI×1(右側面×1) ●Mini DisplayPort×1(右側面×1) ●USB3.0×3(Type-A 左側面×1、Type-A 右側面×1、Type-C 右側面×1) ●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×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 ●micro SIMカードスロット（左側面×1）

LTE ※2 ワイヤレスWANモジュール内蔵 
※対応バンド：NTTドコモ網のバンド3G (1/ 19)、LTE (1/ 3/ 19/ 21)

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  

(87キー/ キーピッチ約18.75mm / ストローク約1.5mm)

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アダプター経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 40W）

動作時間 約8.6時間 (JEITA2.0)

重量 約1.5kg（※付属品を含まず）

本体寸法
(幅×奥行き×高さ)

329.8×225×17.6mm (折り畳み時/ 突起部含まず) 
329.8×225×20.1mm (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 オープン価格

※1 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。
※2 本製品で使用可能なSIMサイズは、micro SIMとなります。日本国内用のSIMロックフリーに対応しております。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、事前に
通信業者との契約が必要です。海外での使用は保証対象外となります。

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。※
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。※
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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