
＜報道関係各位＞ 

「14 型モデル mouse X4-R5-URDS」 「15.6 型モデル mouse X5-R7-URDS」 
※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、J リーグの浦和レッズ／浦和レッドダイヤモンズ株式会社（代表取締役社⻑︓⽴花洋一、本社︓埼玉県さいたま
市）のオフィシャル PC サプライヤーとして、3月10日（水）より浦和レッズオフィシャルパソコン 2021年モデルを発売
いたします。 

本製品は、2020年に発売した「浦和レッズオフィシャルパソコン」※1の後継製品です。天面に浦和レッズロゴを配置
し、R、E、D、S の4点のキーを浦和レッズカラーの赤に配色した特別仕様のキーボード、オリジナルの壁紙と外箱を採用
しています。CPU には、より高性能な第3世代の「AMD Ryzen™ プロセッサー」を搭載することで、マルチコア性能を、
14型モデルで約2.17倍※2/15.6型モデルで約3.2倍※2に強化し、より幅広い用途に使える製品としてリニューアルし
ました。 

また、発売を記念して3月10日（水）から5月10日（月）の期間中のご購入・ご応募いただいた方を対象に、⻄
川選手、汰木選手、関根選手、武田選手のサイン入りオリジナルノートパソコンバッグが抽選で各5名様（合計20名
様）に当たるキャンペーンを実施いたします。 

14型ノートパソコン「mouse X4-R5-URDS」は9万9800円（税別）、15.6型ノートパソコン「mouse X5-R7-
URDS」は11万9800円（税別）にて、URAWA REDS ONLINE SHOP、マウスコンピューター春日部ダイレクトシ
ョッププラス、マウスコンピューターWEB サイト、電話通販窓口にて、順次販売を開始いたします。 

※1 14型:mouse X4-B-URDS、15.6型:mouse X5-B-URDS
※2 CINEBENCH R20 Multi Score 測定結果

浦和レッズオフィシャルパソコンをリニューアル 
マルチコア性能を大幅に強化した2021年モデルを発売

抽選で選手のサイン入りオリジナルノートパソコンバッグが当たる︕ 

情報解禁⽇時︓3 月 10 ⽇（水）11:00 以降 

News Release 株式会社マウスコンピューター 



浦和レッズオフィシャルパソコン 特設ページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/campaign/urawa̲reds/ 
mouse ホームページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/ 

■製品特⻑

■より高性能かつ使いやすくリニューアル

本製品は、冷却ファンを追加し２つに変更することで、本体の大きさ・厚さを変えることなく、2020年モデル※1と比較
しより高性能な第3世代の「AMD Ryzen™ プロセッサー」の搭載を実現しました。14型モデルには、6コア/12スレッド
の「AMD Ryzen™ 5 4600H プロセッサー」、15.6型モデルには、8コア/16スレッドの「AMD Ryzen™ 7 4800H 
プロセッサー」を採用し、マルチコア性能を、14型モデルで約2.17倍※2/15.6型モデルで約3.2倍※2に強化しています。 

文書作成や表計算といったオフィスワークから、本格的な写真編集といった高負荷な作業まで、より幅広い用途に使
える製品としてリニューアルしました。 

※1   14型:mouse X4-B-URDS、15.6型:mouse X5-B-URDS
※2   CINEBENCH R20 測定結果

ベンチマーク計測環境  

【14型】   2021年モデル AMD Ryzen™ 5 4600H プロセッサー / 8GB メモリ / SATA SSD 

2020年モデル AMD Ryzen™ 5 3500U プロセッサー / 8GB メモリ / SATA SSD 

【15.6型】 2021年モデル AMD Ryzen™ 7 4800H プロセッサー / 8GB メモリ / SATA SSD  

2020年モデル AMD Ryzen™ 5 3500U プロセッサー / 8GB メモリ / SATA SSD 

※計測結果は、自社測定による参考値です。使用するデバイスやその他の要因によって測定結果は変動します



 

■オフィシャルパソコンとして所有感を高めるデザイン 

〇オリジナル天面とオリジナルキーボード 

天面には浦和レッズロゴをあしらったオリジナルデザイン、浦和レッズオフィシャルパソコンの存在感を主張します。 
また R、E、D、S の4点のキーを浦和レッズカラーの赤に配色した特別仕様にいたしました。 
 

 

〇オリジナル壁紙とオリジナル外箱 

浦和レッズのエンブレムとマウスコンピューターのロゴを配し、今回新たにデザインされたオリジナル壁紙をプリインストール
しております。加えて、外箱は通常のマウスコンピューターの⻩色ではなく、浦和レッズのエンブレムとチーム名を中央にデ
ザインしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

■抽選で選手直筆サイン入りオリジナルノートパソコンバッグが当たる発売記念キャンペーン 

オフィシャルパソコン発売を記念して、選手直筆サイン入りオリジナルノートパソコンバッグを抽選でプレゼントいたします。 

キャンペーン期間︓2021年3月10日（水）から2021年5月10日（月） 
対象期間と選手︓ 
第1弾 応募期間︓3月10日(水)〜4月10日(土)      14型 汰木 康也選手 
                                       15.6型 ⻄川 周作選手 
第2弾 応募期間︓4月11日(日)〜5月10日(月)      14型 武田 英寿選手 
                                                15.6型 関根 貴大選手 
期間中にご購入・ご応募いただいた方の中から抽選で各5名様（合計20名様）にプレゼントさせていただきます。 
応募に関する詳細は、浦和レッズオフィシャルパソコン 特設ページにてご確認ください 

https://www.mouse-jp.co.jp/campaign/urawa̲reds/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一弾  
14 型モデル対象 汰木 康也選手      15.6 型モデル対象 ⻄川 周作選手 

第二弾  
14 型モデル対象 武田 英寿選手      15.6 型モデル対象 関根 貴大選手 



※対象製品１シリアルにつき第1弾/第2弾のどちらか１口のご応募とさせていただきます。

※ご購入いただた製品に対応する選手のサインとなりますのであらかじめご了承ください。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

※賞品の内容・仕様・デザインはお断り無く変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

■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（通話料は別途ご負担となります）と1年間の無償保証に対応しており、
購入後も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）。さらに有償にて保証期間を最大3
年間まで延⻑が可能です 



■製品仕様

製品型番 mouse X4-R5-URDS 

OS Windows 10 Home 64 ビット 

CPU 
AMD Ryzen™ 5 4600H プロセッサー 

6 コア/ 12 スレッド/ 3.00GHz/ ブースト時最大 4.00GHz/ 8MB L3 キャッシュ 

グラフィックス (ビデオメモリ) AMD Radeon™ グラフィックス（512MB＋メインメモリからシェア 最大 約 4GB）※1 

メモリ
8GB (8GB×1) 

2(空き 1)/ 最大 64GB (32GB×2)/ SODIMM/ DDR4-2666 

ストレージ M.2 SSD 512GB (NVMe) 

カードリーダー - 

表示パネル 
パネル 14 型フル HD ノングレア（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 
インテル® Wi-Fi 6 AX200 (最大 2.4Gbps※2/ IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)

+ Bluetooth 5 モジュール内蔵

インターフェース

●ディスプレイ×1 (HDMI/ 右側面×1) ●USB2.0×1 (Type-A/ 左側面×1) ●
USB3.0×3 (Type-A/ 左側面×1、右側面×1、Type-C/ 右側面×1 ※USB Power 

Delivery 対応※3) ●ネットワーク（LAN）×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-
T(RJ-45) / 左側面×1) ●ヘッドホン出⼒/ ヘッドセット (CTIA 準拠 ミニジャック メス/ 左側面

×1) 

Web カメラ 100 万画素（Windows Hello 顔認証カメラ搭載） 

タッチパッド 高精度タッチパッド 

キーボード
日本語バックライトキーボード 

(ホワイト LED/ 82 キー/ キーピッチ約 18mm/ キーストローク約 1.4mm)

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 
リチウムポリマーバッテリーまたは AC アダプタ

65W (19V), AC100V (50/ 60Hz)

動作時間※4 約 10.0 時間 

重量※5 約 1.20kg 

本体寸法 320.2×214.5×17.5mm 

（幅×奥⾏き×高さ） （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） 9 万 9800 円 
※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 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※3 65W(20V/ 3.25A)以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器であれば、本体に充電できます。ただし、すべての対応機器の動作を保
証するものではありません。また映像出⼒には対応しておりません。
※4 JEITA 測定法 2.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※5 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。



製品型番 mouse X5-R7-URDS 

OS Windows 10 Home 64 ビット 

CPU 
AMD Ryzen™ 7 4800H プロセッサー 

8 コア/ 16 スレッド/ 2.9GHz/ ブースト時最大 4.2GHz/ 8MB L3 キャッシュ 

グラフィックス (ビデオメモリ) AMD Radeon™ グラフィックス（512MB＋メインメモリからシェア 最大 約 8GB）※1 

メモリ
16GB (8GB×2) 

16GB（8GB×2）/ 最大 64GB（32GB×2）/ SODIMM / DDR4-2666 

ストレージ M.2 SSD 512GB (NVMe) 

カードリーダー
1（左側面×1） 

［対応メディア︓microSD メモリーカード（SDXC,SDHC 含む）］ 

表示パネル 
パネル 15.6 型フル HD ノングレア（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 
インテル® Wi-Fi 6 AX200 (最大 2.4Gbps※2/ IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)

+ Bluetooth 5 モジュール内蔵

インターフェース

●ディスプレイ×1 (HDMI/ 右側面×1) ●USB2.0×1 (Type-A/ 左側面×1) ●USB3.0×3

(Type-A/ 左側面×1、右側面×1、Type-C/ 右側面×1 ※USB Power Delivery 対応※3)

●ネットワーク（LAN）×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×

1) ●ヘッドホン出⼒/ ヘッドセット (CTIA 準拠 ミニジャック メス/ 左側面×1)

Web カメラ 100 万画素（Windows Hello 顔認証カメラ搭載） 

タッチパッド 高精度タッチパッド 

キーボード
日本語バックライトキーボード 

(ホワイト LED/ 88 キー/ キーピッチ約 18mm/ キーストローク約 1.4mm)

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 
リチウムポリマーバッテリーまたは AC アダプタ

90W (19V), AC100V (50/ 60Hz)

動作時間※4 約 18.5 時間 

重量※5 約 1.49kg 

本体寸法 356×233×17.9mm 

（幅×奥⾏き×高さ） （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）  11 万 9800 円 
※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 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※3 90W(20V/ 4.5A)以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器であれば、本体に充電できます。ただし、すべての対応機器の動作を保
証するものではありません。また映像出⼒には対応しておりません。
※4 JEITA 測定法 2.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※5 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。


