
 

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、インテル® Core™ i7 プロセッサーと SSD を搭載する15.6型ハイスペックノートパソコンに、スタイリッシュなホワイト
カラーを採用した新製品を販売開始いたします。

本製品は、「インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー」を搭載し、「ナローベゼルデザイン」と「IPS パネル」によ
る⾒やすい画⾯表⽰で、ご好評をいただいている「m-Book B508H」に、新たにホワイトを採用したカラーバリエーション
モデルです。

振動や衝撃に強く、Windows やアプリを高速に起動することができる「256GB SSD」を搭載しています。
また、USB 3.1 Type-C 端子や Windows Hello 顔認証カメラなど、持ち運びでも便利に使える、最新の機

能が充実したモデルです。 
なお、発売を記念して、「m-Book B509H」を1000台限定で、9万9800円（税別）※で販売いたします。 

本製品は、6月24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、法人営業窓口、マウスコンピューター製品取り扱い家電量販店にて、順次販売を開始します。

※ 限定台数終了後は 10万9800円（税別）にて販売します。

「m-Book B509H」 ︓https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/mbb/ 
mouse ホームページ ︓https://www.mouse-jp.co.jp/ 

Core i7、SSD 搭載のハイスペックノートパソコンに 
スタイリッシュなホワイトモデルが登場︕ 

限定台数価格で 6月24日（月）より販売開始 

情報解禁日時︓6 月 24 日（月）0:00 以降 
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「m-Book B509H」
※画像はイメージです



■製品特⻑

【m-Book B509H】 

■ホワイトを基調としたスリムな本体にハイスペックを凝縮

キーボードを含むパソコン本体全体のカラーをすべてホワイトで統一し、清潔感のあるスタイリッシュなデザインを採用し
ました。 

また、天⾯とパームレスト⾯にアルミ素材を使用することで、強度と軽さを両⽴した厚さ約20.8mm※のスリムな本体
を実現しています。 

高性能な CPU「インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー」を採用しているため、さまざまなデジタルコンテンツの視
聴や複数のアプリを同時に実⾏するシーンでも快適にお使いいただくことができます。 

また、データ読み出し速度が高速な256GB SSD を搭載しており、CPU の高速な処理性能と組み合わせて、バラン
スのとれたシステムパフォーマンスを発揮します。

※ 本体折り畳み時、突起部含まず

■IPS パネルとナローベゼルで⾒やすい画⾯表⽰

ノングレア（非光沢）タイプの15.6型 IPS パネルを搭載しています。上下左右各80°の視野角によって、⾒る位置
や角度による⾊やコントラストの変化が⼩さく、光源などの映り込みが少ない、高い視認性を実現します。 

また、液晶画⾯の上左右部のベゼル幅を狭めたナローベゼルデザインを採用しており、スッキリと⾒やすい画⾯表⽰で
映像を楽しむことができます。 

視認性の高い IPS パネルを採用

底⾯までホワイトで統一した本体カラー

⾒る角度が変わっても⾒やすい画⾯表⽰
※効果を分かりやすく⽰したイメージです



■最新の充実機能で使いやすさがアップ

カメラに顔を向けるだけで Windows 10にログインできる Windows Hello 対応の顔認証カメラを内蔵しているた
め、パスワード⼊⼒が不要で、より安全にご使用いただくことができます。 

また、Type-C 形状の USB3.1端子や UHS-I に対応する高速な SD メモリーカードリーダーを内蔵し、高速な外部
ストレージ機器やメモリーカードから⼤容量のデータをスムーズに交換することができます。

4K-UHD 解像度に対応する HDMI と mini DisplayPort を各1基内蔵しており、本体液晶を含めた同時3画⾯
表⽰に対応しているため、高解像度ディスプレイを組み合わせたコンテンツの制作や視聴にも活用することが可能です。 

■最新の Office ソフト付属モデルもご用意

最新の「Microsoft Office Home & Business 2019（個人向け）」付属モデルもご用意します。
購⼊してすぐに必要なオフィスアプリが使える便利でお得なセットモデルです。

■24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート

24 時間 365 日の無償電話サポートサービスと 1 年間の無償修理保証に対応しており、購⼊後も安心してお使
いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都
合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。  

使いやすい豊富なインターフェース

ナローベゼル上側に内蔵した
Windows Hello 対応

顔認証カメラ 



■製品仕様

製品型番 m-Book B509H m-Book B509H-A

OS Windows 10 Home 64 ビット 

オフィスソフトウェア - Microsoft Office Home & Business 2019 

CPU インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー
（4 コア/ 1.80GHz/ TB 時最⼤ 4.60GHz/ 8MB スマートキャッシュ/ HT 対応） 

グラフィックス 
(ビデオメモリ) 

インテル® UHD グラフィックス 620
（メインメモリからシェア 最⼤ 約 4GB）※1

メモリ 8GB（8GB×1） 
PC4-19200 DDR4 SODIMM/ 最⼤ 32GB（16GB×2） 

ストレージ
M.2 SSD 256GB（SATA） 

ハードディスク -

チップセット -

光学ドライブ - 

カードリーダー 1（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）］ 

液晶パネル 
液晶 15.6 型 フル HD ノングレア（IPS パネル/ LED バックライト） 

解像度 1,920×1,080 

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

無線 IEEE 802.11 ac/ a/ b/ g/ /n（最⼤ 433Mbps）＋Bluetooth 5 モジュール内蔵 

インターフェース

●HDMI×1（右側⾯×1）●Mini DisplayPort×1（右側⾯×1）●USB3.1×1（Type-C/
右側⾯×1）●USB3.0×2（Type-A/ 左側⾯×1、Type-A/ 右側⾯×1）●USB2.0×1

（Type-A/ 左側⾯×1）●イーサネット（LAN）×1（1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 
10BASE-T 対応（RJ-45）/ 右側⾯×1）●ヘッドホン出⼒/ ヘッドセット×1（CTIA 準拠 左側

⾯×1）●マイク⼊⼒×1（左側⾯×1） 
Web カメラ 100 万画素（Windows Hello 顔認証カメラ搭載） 

マウス 高精度タッチパッド 

キーボード 日本語キーボード （107 キー/ ピッチ約 18.2mm / 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 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 65W） 

動作時間※2 約 8.6 時間 

重量※3 約 1.6kg 

本体寸法 
（幅×奥⾏き×高さ） 

約 360.4×244.5×20.8mm（折り畳み時/ 突起部含まず） 

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） 限定台数 価格 9 万 9800 円※4 限定台数 価格 11 万 9800 円※5 
※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 JEITA 測定法 2.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※3 標準バッテリー搭載時の値です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。製品の構成により重量は増減します。
※4 限定台数終了後は 10 万 9800 円（税別）で販売します。
※5 限定台数終了後は 12 万 9800 円（税別）で販売します。


