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株式会社マウスコンピューター

News Release

「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」
へ出展、特設ブースでパソコンを組み⽴てる「MOUSE
COMPUTER PC LAB.」を開催︕

※画像はイメージです

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社⻑︓⼩松永門、本社︓東京都中央区、以下「マウスコンピュータ
ー」）は、8月3⽇（⼟）〜4⽇（⽇）に沖縄県宜野湾市で開催される「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンシ
ョンセンター2019」に出展し、ブース内でパソコン組み⽴てが体験できる「MOUSE COMPUTER PC LAB.（マウスコ
ンピューター ピーシー ラボ）」を実施いたします。
組み⽴てるモデルはゲーミングデスクトップパソコン、モバイルノートパソコンなど全3機種からご選択いただけます。筐体
にオリジナルロゴをデザインした特別仕様パソコンを、参加者ご自身で組み⽴てることでモノづくりの楽しさを体験していた
だき、お子さまの自由研究に役⽴てていただくことができます。さらに組み⽴てたパソコンはその場で持ち帰ることができま
すので、自分が組み⽴てた製品をご家庭でご使用いただくことができます。
組み⽴てには⼯場で実際にパソコンを組み⽴てているスタッフが指導いたしますので、初めてパソコンに触れる方も安
心してご参加いただけます。
さらに、マウスコンピューター製品に実際に触れてお試しいただける製品体験コーナーもご用意しております。

マウスコンピューター「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」 特設サイト︓
https://www.mouse-jp.co.jp/event/kumitate/2019_okinawa/
「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」イベント公式サイト︓
https://www.qab.co.jp/jiukenq/
mouse ホームページ︓
https://www.mouse-jp.co.jp/

■「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」イベント概要
⽇程︓2019 年 8 月 3 ⽇（⼟）〜8 月 4 ⽇（⽇）
時間︓10︓00〜18︓00
会場︓沖縄コンベンションセンター展⽰場・会議場 A・会議場 B（沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1）
対象︓⼩学生・中学生

■「マウスコンピューターブース」の⾒どころ
■初心者でも安心、パソコン組み⽴て体験イベントを沖縄で初開催︕
モノづくりの楽しさやパソコンに関する理解を深める「MOUSE COMPUTER PC LAB.」

マウスコンピューターブースでは、参加者自身でパソコンを組み⽴て、モノづくりの楽しさを体験できる「MOUSE
COMPUTER PC LAB. （マウスコンピューター ピーシー ラボ）」を実施します。組み⽴てを体験していただく製品
は、インターネット検索や動画／写真閲覧も快適に⾏えるノートパソコンや、ゲームをプレイするのに適したゲーミングデス
クトップパソコン、持ち運びに適したモバイルノートパソコンなど3種類から選択いただくことができ、筐体には「MOUSE
COMPUTER PC LAB.」のオリジナルロゴをデザインした特別仕様となります。
マウスコンピューターでは毎年、生産拠点である⻑野県の飯山⼯場で⼩学6年生を対象にした「親子パソコン組み⽴
て教室」を開催しており、モノづくりの楽しさやパソコンに関する理解を深める場として、自由研究のテーマとして大変ご好
評いただいております。「MOUSE COMPUTER PC LAB.」では、パソコンの組み⽴てを実際に⼯場で⾏い、「飯山⼯
場親子パソコン組み⽴て教室」でも先生を務めるスタッフがフォローするため、初めてパソコン組み⽴てに挑戦する方も安
心してご参加いただけます。今回の「MOUSE COMPUTER PC LAB.」では、幅広くご体験いただけるよう、参加資格
を⼩学4年生〜中学生まで広げての開催となります。
参加申し込み方法は、マウスコンピューター「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」 特設サ
イトより先着順の受付となっております。応募は 6 月 10 ⽇（月）11︓00 より開始いたします。組み⽴てるパソコン
は通常販売価格の 3 割引にてご購入いただけます。

「MOUSE COMPUTER PC LAB.」参加概要
⽇時︓2019 年 8 月 3 ⽇（⼟）、8 月 4 ⽇（⽇）※1
対象︓⼩学 4 年生〜中学生まで

※2

応募期間︓6 月 10 ⽇（月）11︓00 より、先着順※3
参加費用︓マウスコンピューターWEB サイト通常販売価格の 3 割引となる特別価格
お申し込み︓マウスコンピューター「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」 特設サイト
https://www.mouse-jp.co.jp/event/kumitate/2019_okinawa/
※1 組み⽴てを⾏う⽇程により組み⽴てられる構成が異なります。詳しくは⽇程表をご参照ください。
※2 ⼩学生のお子さまには、保護者の方の付き添いが必要です。
※3 「MOUSECOMPUTER PC LAB.」へのご参加は、事前に WEB にて申し込みいただき、組み⽴てる製品をご購入された上で体験いただきます。

■組み⽴てる製品の構成・価格ご紹介
■1︓NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK 【組み⽴て時間目安 75 分】
OS : Windows 10 Home 64 ビット
CPU : インテル® Core™ i5-9400 プロセッサー
グラフィックス : GeForce GTX 1060（3GB）
メモリ : 16GB PC4-19200 (8GBx2)
SSD︓ 240GB
ハードディスク : 1TB
電源 : 500W（80PLUS® BRONZE）
販売価格 14 万 3208 円 ⇒ の 3 割引で、10 万円（税込）※

■2︓m-Book J322XN-S2-OK 【組み⽴て時間目安 45 分】
OS : Windows 10 Home 64 ビット
CPU : インテル® Celeron®プロセッサー 3867U
グラフィックス : インテル® HD グラフィックス 610
メモリ : 8GB PC4-17000 (8GBx1)
SSD : 240GB
ディスプレイ: 13.3 型 フル HD ノングレア液晶 (1,920x1,080)
光学ドライブ︓なし
販売価格 6 万 7824 円の 3 割引で、4 万 7000 円（税込）※

■3︓m-Book F556BN-S2-OK 【組み⽴て時間目安 45 分】
OS : Windows 10 Home 64 ビット
CPU : インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー
グラフィックス : インテル® UHD グラフィックス 620
メモリ : 8GB PC4-19200 (8GBx1)
SSD : 240GB
ディスプレイ: 15.6 型 フル HD ノングレア液晶 (1,920x1,080)
光学ドライブ︓なし
販売価格 10 万 5624 円の 3 割引で、7 万 3000 円（税込）※
※6 月 10 ⽇（月）申し込み開始時の構成・および価格になります。

■製品体験コーナー
ゲーミングパソコンブランド「G-Tune」など多数のマウスコンピューター製品に実際に触れて、お試しいただける体験コー
ナーをご用意する予定です。詳細は、マウスコンピューター「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター
2019」 特設サイトにて随時お知らせいたします。

