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カタログ記載内容：2018年9月現在

ご予算にあったパソコンを、自由にカス
タマイズして、お客様にご提供するBTO
パソコンを販売しています。

●商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがあります
のでご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。●商品ご購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または
登録商標です。●当社製品は、一般OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機
能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の
安全設計にご配慮いただいた上でご使用ください。当社製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされ
る用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。●このカタログに記載の価格および仕さまは2018年9月現在のものです。予告なく変更する場合がございますので
あらかじめご了承ください。

mouse お客様サポート
オペレーターがLINEトークでご質問にお答えします。
右のQRコードを読み込んで「友だち追加」すると、LINEトークから
お問い合わせいただけます。　※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

快適なパソコンライフを TEL. 03-6833-1010

TEL. 03-6739-3808

個人のお客様の
ご購入・ご相談は

法人のお客様の
ご購入・ご相談は

受付時間：9時～20時　(年末年始を除き無休)

受付時間：平日 9時～18時　土日祝 9時～20時

マウスコンピューター総合カタログ
2018年9月版

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



クオリティーがなければ信頼はない。未来はない。

私たちの25年は、クオリティーを追求する歴史でした。

最新技術の搭載と使いやすさを追求し、一人一人のニーズに最適なパソコンをBTOで確実に叶える テクノロジークオリティー。

高い品質を実現するため、国内生産で一台一台を熟練した人の目と手でつくりあげる ファクトリークオリティー。

お客様のご質問にいつでも的確に応える「24時間365日サポート」という サービスクオリティー。

万が一の故障の際も、迅速に対応する リペアクオリティー。※

お客様のニーズを汲み取り、最適な商品を的確に提案する セールスクオリティー。

製品、工場、コールセンター、修理、そして営業ひとりひとり、その全部。

今日も、パソコンの中も外もクオリティーを追求し、

お客様の期待を超えるパソコンをこれからもつくり続けていきます。 

 ※2017年度 平均修理時間実績：81時間

5つのクオリティーと感謝で未来へ。
マウスコンピューターは、ご予算に合ったパソコンを自由にカスタマイズしてお客様に提供する「BTO パソコン」

を生産、販売しています。BTO とは「Build To Order」の頭文字をとった略称です。これまで BTO といえば、

パソコンの習熟度が高く、より高い性能を求める一部の人たちのものというイメージがありました。

マウスコンピューターは、初心者のお客様から習熟度の高いお客様まで、すべての方にとって最適なパソコンを

お届けするのが BTO だと考えます。お客様のニーズに合うパソコンを、高品質かつリーズナブルに、そしてスピー

ディーにお届けするため、国内生産にこだわっています。お客様の〝期待通り″ではなく、〝期待を超える″パソ

コンで、驚きや喜びを感じていただくために。私たちの挑戦に終わりはありません。

マウスコンピューターのパソコンは、不具合が発生した場合でもアフターサポートページで「故障診断」をす

ることができます。万が一の故障や修理が必要になった場合は、サービスセンターへの到着から返却まで、お

よそ「96 時間※」以内で対応できるようにし、修理状況も確認いただくことができます。修理品は、お客様の

ご都合に合わせてサービスセンターへ配送することも、直営ダイレクトショップ、サービスセンターへ直接お持

ち込みいただくことも可能です。また、修理箇所によっては部品のみをお送りして、お客様ご自身で部品を交

換していただく「部品発送サービス」など、よりスピーディーに修理が完了するサービスを導入しています。

すべては、お客様に安心して長くパソコンをお使いいただくために。マウスコンピューターは、さらなる修理

システムの向上に努めていきます。 ※目標時間。状況によっては 96 時間を超えることがあります。

24時間365日、マウスコンピューターのサポートを担うコールセンターに「休み」はありません。

お客様の「困った」は休日、深夜に関係なく発生するからです。また、お電話だけでなくメールやチャット、LINE

など、お客様にとって使いやすいツールを使用して「アフターサポート」を受けていただくことが可能です。

BTO Build To Order

国 内 生 産 の カスタマイズ パ ソコン

24時間 日365
コ ール センター の 受 付 時 間

96
修 理 パ ソコンの 到 着 から 返 却 まで

時間で修理完了
※
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当社を代表するブランド。エントリーからハイエン

ドまで、幅広いラインナップをご用意しています。

充実のスペック、豊富なカスタマイズ、そして納得

のプライスで、エンターテインメントからビジネス

シーンまであらゆるニーズにお応えします。

お客様に安心して、長く使っていただき、次の機会

も選んでいただけるパソコンをお届けしたい。お

客様の期待を超える品質を実現するために、私た

ちは日本で開発し、日本で生産しています。そして

ひとつひとつの工程を常に改善し、向上していく

努力を惜しみません。

小さなところまで 当たり前にこだ わること、そ

れを積み重ねつづけるお客 様への誓いを「飯山

TRUST」と呼んでいます。

期待を超えるコンピューターを、

今日も長野県飯山市でつくっています※。

※一部モデルは海外製造を行っております。

パソコンゲームを徹 底的に楽しむために特別に

チューニングを施したハイエンドマシン、それが

G-Tuneです。ライトユーザーからハイエンドユー

ザー、すべてのゲーマーのために、BTOを余すと

ころなく活かした最新ゲーミングパソコンをお届

けします。

ハイパフォーマンスを必要とする創作活 動に適

した、クリエイター向けパソコンのブランド。

豊富なカスタマイズ性はそのままに、第一線で活

躍するフォトグラファーや映像クリエイター、プロ

に匹敵する創作活動を行うすべての表現者たちに

ストレスのない環境をお届けします。

企業のニーズに合わせた製品やサポートのご提案

で、快適なオフィスワークを実現。企業や教育機

関、官公庁など法人のお客様に、さまざまなITソ

リューションをご提案するブランド。中小企業さま

を中心に年間１万社以上の導入実績があり、700

校以上の教育機関にも導入いただいています。

ECOモードやブルーライトカットをはじめ、使う人

の健康面にも配慮された「iiyama」ブランドが、

お客様の高品質なパソコン環境を実現します。

パソコンには不可欠な液晶ディスプレイ。マウス

コンピューターではハイクオリティーで定評のある

「iiyama」ディスプレイを、豊富な種類とサイズで

お届けします。

期待を超える、
品質を実現するために 期待を超えるコンピューター。 すべてはゲーマーのために 国内生産・国内サポートの

ビジネスパソコン
高い信頼性と品質の

液晶ディスプレイ
クリエイターによる、

クリエイターのためのPC
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￥36,800～
（税別） ￥47,800～

（税別） ￥44,800～
（税別） ￥37,800～

（税別） ￥39,800～
（税別） ￥64,800～

（税別） ￥99,800～
（税別） ￥124,800～

（税別）

ディスプレイにVESAマウントの取り付け穴が
ある場合は、ディスプレイの背面に本製品を
設置することができます。液晶ディスプレイと
パソコンの一体化が可能になり、より一層の
省スペースも実現することができます。

置き場所に困らない幅100mm×奥行393mm
×高さ364mm（縦置き時）のスリムシャーシ
に、性能と実用性を兼ね備えています。また、
縦置き／横置きのどちらにも対応するので、
パソコンを設置する場所の自由度が広がり
ます。

USB端子を本体の両側面に配置することで、
さまざまなデバイスを好きな場所でご使 用
いただけます。また、会 議 やプレゼンテー
ション等で便利に使える映像出力端子として 

「D-Sub端子」と「HDMI端子」の両方を備え
ています。

最新の6コアCPUとモバイル向けグラフィック
ス「GeForce MX150」を搭載することで、
処理状態に応じて最適なパフォーマンスを発
揮。幅広いアプリケーションからグラフィック
ス機能を利用した高速処理が可能です。

17.3型フルHDの大画面に6コア12スレッド
CPUとグラフィックスによる強力な処理能力
を備えることで作業効率もアップ。デスクトッ
プパソコン並みの快適環境を実現します。動
画や写真の編集にもおすすめのハイパフォー
マンスシリーズです。

フロント中央部によく使うインターフェースを
配置したシャーシは、内部の冷却効率をさら
に高める「フロントメッシュパネル」にカスタ
マイズできます。メッシュパネルはワンプッ
シュで取り外すことができ、メンテナンスも
簡単です。

持ち運びに優れたA4サイズ、約1.2kgのモバ
イルノートは、仕事から遊びまでさまざまな
シーンを共にすごせるように充実した機能を
備えています。また、メモリやSSDの容量アッ
プなどのカスタマイズも可能です。

持ち運びやすい13.3型というコンパクトサイ
ズで、目的に合わせてHD、フルHD対応の液
晶パネルモデルから選ぶことができます。大
容量バッテリーやLTEなど、モバイルで便利に
使える機能やアクセサリを用意しています。

ディスプレイとの一体化で
さらなる省スペースも可能

機能性を追求した、横幅約
100mmのスリム設計

使いやすい
シンプルなデザイン

大きな可能性を秘めた
コンパクトボディ

モバイルの使いやすさから
発想したノートパソコン

日々使うことを考えた
「使いやすさ」

鮮明でなめらか、精密で
高精彩な映像を実現

デスクトップパソコン並みの
パフォーマンスを発揮

6

LUV MACHINES mini LUV MACHINES Slim LUV MACHINES m-Book C m-Book J m-Book F m-Book K m-Book W

超コンパクト型
デスクトップパソコン

スリム型
デスクトップパソコン

ミニタワー型
デスクトップパソコン

11.6型 HD
モバイルノートパソコン

13.3型 HD／フルHD
モバイルノートパソコン

15.6型 フルHD
ノートパソコン

15.6型 フルHD
ノートパソコン

17.3型 フルHD
ノートパソコン

期待を超えるコンピューター。

HD グラフィックス 610  UHD グラフィックス 600 UHD グラフィックス 610  UHD グラフィックス 610 HD グラフィックス 610 HD グラフィックス 620 GeForce MX150 GeForce GTX 1050

 Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサー Core i3 プロセッサー Core i7 プロセッサー Core i7 プロセッサー

　光学ドライブ（外付のみ） 光学ドライブ 　光学ドライブ（外付のみ） 光学ドライブ 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ）光学ドライブ 　光学ドライブ（外付のみ）64GB SSD 64GB SSD1TB HDD 1TB HDD 64GB SSD 500GB HDD 500GB HDD 500GB HDD

4GB メモリ

Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10Windows 10

4GB メモリ4GB メモリ 4GB メモリ 4GB メモリ 4GB メモリ 8GB メモリ 8GB メモリ

76 ※画像はイメージです ※■色がついている項目はカスタマイズ可能です ※マウスコンピューターのすべてのパソコンは、Officeソフトをカスタマイズで選択することが可能です カタログ記載内容：2018年9月現在



すべてのゲーマーが、さらなる高みを目指すために存在するゲーミングパソコン、
それがG-Tuneシリーズです。
家庭用ゲーム機からの乗り換えを検討されているライトゲーマーから、
世界で活躍するトッププロゲーマーまで、ゲームとゲーマーのパフォーマンスを
最大限まで引き出すコンセプトモデルを展開しています。

e スポーツやゲーム実況配信での導入実績多数！

G-Tune シリーズのゲーミングパソコンは、多くの e スポーツの大会や、ゲーム実況配信で利

用されています。ゲーマーだけでなく、大会や配信の運営企業の方々にも安心を提供します。

G -Tuneは、常に最新・高性能であるために、新世代

CPUやグラフィックス、高速なストレージやメモリな

ど、最新のテクノロジーを積極的に採用し商品化して

います。 

さらに、ライトユーザーからプロゲーマーまで、その要

望にも応える豊富なラインアップとコストパフォーマン

ス、国内トップレベルのプロゲーマーからの支持、eス

ポーツなどの競技マシンとして採用されるなど、数多く

の実績に裏打ちされたゲーミングパソコンとしての高

い性能も大きな魅力です。

ゲーミングパソコンにとって、速いだけではなく安定稼

働することが重要です。高い安定性を実現することで、

G-Tuneは、限られたスペースを有効活用し、吸気と排

熱を効率的に行うことができるケースデザインを追求

しています。 

例えば、高解像度の3Dグラフィックスを多用するゲー

ムでは、パソコンにかかる負荷も高くなり、各パーツか

らの熱も大きくなります。その熱によるパフォーマンス

低下を抑え、快適なゲーミング環境でゲームに没頭で

きるのがG-Tuneです。

かずのこ 使用モデル： 
LITTLEGEAR i330SA1-KZ

SUMOMOXqX 使用モデル： 
MASTERPIECE i1630PA1-SMM

Ceros 使用モデル： 
NEXTGEAR-MICRO im610SA1-Ceros

DustelBox 使用モデル： 
MASTERPIECE i1720GA3-Dustel

かずのこ SUMOMOXqX Ceros DustelBox
Team:GODSGARDEN DetonatioN Gaming DetonatioN Gaming DetonatioN Gaming

すべてはゲーマーのために

ゲーミングパソコンの極みへ

多数の実 績は信頼の証

契 約チームプレイヤー

日 本 生 ま れ 、 世 界 代 表

98 ※画像はイメージです



Core i5 プロセッサー

￥89,800～ ￥469,800～￥132,800～￥124,800～￥109,800～￥169,800～￥99,800～￥79,800～（税別） （税別）（税別）（税別）（税別）（税別）（税別）（税別）

すべてはゲーマーのために

持 ち 運 び に便 利 な 耐 久性 の 高 い ハンドル
を筺体上部に装備しているので、L ANパー
ティーなどに最適です。さらに両側面、およ
び底 面にメッシュ加工を採 用。多方面から
のエアフローを実現する優れた冷却性能も
LITTLEGEARの魅力です。

ゲーマーの視 点からあらゆるシーンでの使
用を想定したアンケートを実施することで得
られたリアルな要望を取り入れ、上面はゲー
ミングデバイスを置くことを想定した平面に
なっており、パソコンでゲームをする際の利
便性を追求した構造となっています。

外観は無駄を省いたシンプルなシルエット、
高級感溢れるマット加工を施しています。デス
クトップパソコンは机の下や床上に設置され
ることが多いため、上面にインターフェースを
設置。毎回パソコンの裏側にケーブルを接続
する煩わしさから解放します。

ダーククロムガラスとアルミパネルのフロン
トフェースが印象的な存在感を演出し、シン
プルかつ合理的なエアフロー設計により、高
い冷却性能を発揮します。MASTERPIECE
伝統のレッドと、サイドカットされたシャープ
なエッジが精悍さを演出します。

従来の4コアCPUを搭載した製品と比較し、
コア数が増加したことで物理演算処理能力が
最大で57%向上。これにより、物理演算を多
用するゲームタイトルの挙動を、いままでの
製品よりも滑らかに表現することができるよ
うになりました。

14型のコンパクトなボディには、持ち運び先
でも快適に使用できるように、光沢を抑えた
ノングレア液晶、視認性の高いバックライト
付きキーボードを搭載。さらにUSB3.1端子
やHDMI端子など、充実のインターフェースも
兼ね備えています。

GeForce GTX 1060を搭載し、同じGeForce 
GTX搭載のデスクトップパソコンと同等の強
力な描画性能を発揮します。さらにGeForce 
GTX VR Readyに準拠しており、VR環境に
も対応。ゲームだけでなく、幅広い用途に使
用することができます。

そのすべては圧倒的な性能のために。
第8世代 Core i7プロセッサー、GeForce 
GTX 1080 SLI、NVIDIA G-SYNCテクノ
ロジ対応の4K-UHD解像度液晶の組み合わ
せで、さらに快適なゲーミング環境を実現し
ます。

ゲームパソコンの常識を
覆すコンパクトデザイン

ゲーマーの意見で生まれた
シンプルかつフラットな外観

ゲーマーの要望でシンプルに
研ぎ澄まされたデザイン

素材の持つ高い質感による
存在感と機能美を両立

6コアCPUが実現する
驚きの能力向上

機動性の高い
コンパクトゲーミングノート

VR環境も快適に! 15.6型
薄型ゲーミングノート

GeForce SLI ＆ 4K-UHD
究極のゲーミングノート

LITTLEGEAR NEXTGEAR-MICRO NEXTGEAR MASTERPIECE NEXTGEAR-NOTE i5330 NEXTGEAR-NOTE i4400 NEXTGEAR-NOTE i5540 NEXTGEAR-NOTE i71130

持ち運び用ハンドル付
デスクトップパソコン

ミニタワー型
デスクトップパソコン

ミドルタワー型
デスクトップパソコン

フルタワー型
デスクトップパソコン

15.6型 フルHD
ゲーミングノートパソコン

14型 フルHD
ゲーミングノートパソコン

15.6型 フルHD
ゲーミングノートパソコン

17.3型 4K-UHD
ゲーミングノートパソコン

1TB HDD 500GB HDD 1TB HDD  480GB SSD + 3TB HDD 500GB HDD 500GB HDD 500GB HDD 512GB M.2 SSD

8GB メモリ 4GB メモリ 8GB メモリ 16GB メモリ 8GB メモリ 8GB メモリ 8GB メモリ 8GB メモリ

光学ドライブ 光学ドライブ 光学ドライブ 光学ドライブ 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ）

GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1050 Ti GeForce GTX 1060 【SLI】GeForce GTX 1080

※ガラスサイドパネルはオプションです

Windows 10 Core i3 プロセッサーWindows 10 Core i5 プロセッサーWindows 10 Core i7 プロセッサーWindows 10 Core i7 プロセッサーWindows 10 Core i7 プロセッサー Core i7 プロセッサー Core i7 プロセッサーWindows 10 Windows 10 Windows 10
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クリエイターによる、クリエイターのためのパソコン

400名以上のクリエイターが所属するアマナグループから、

代表する4名がプロダクトデザインから携わり

「クリエイターによる、クリエイターのためのパソコン」というコンセプトで開発。

プロユースから、クリエイターを目指す方へのエントリーモデルまで。

アマナグループ協力のもと誕生したパソコン、

それがDAIVシリーズです。

PC for creators by creators

なぜ、「DAIV」はクリエイターから選ばれるのか

第一線で活躍するさまざま分野のクリエイターがDAIVを選んでいます。

選ばれている理由はカスタマイズの多様性、そしてコストパフォーマンスに優れたスペック。

そんなDAIVを活用している、フォトグラファーや映像ディレクター、CG、サウンドクリエイターなどに

インタビューを行い、[CREATOR'S VOICE]として生の声を紹介しています。

WHY DAIV?

https://www.mouse-jp.co.jp/creator/ss/daiv/for_creator/

クリエイターによる、クリエイターのためのパソコン

￥229,800～￥134,800～￥119,800～￥99,800～
（税別）（税別）（税別）（税別）

どんな現場でも活躍できる
ユーザビリティ

小さくても作業は軽快
外でのクリエイティブ作業に

sRGB比95％液晶で
いつでも色へのこだわりを

4K-UHD液晶で複数同時
作業や高解像度画像処理に

DAIV-DGZ520 DAIV-NG4500 DAIV-NG5720 DAIV-NG7510

ミドルタワー型
デスクトップパソコン

14型 フルHD
ノートパソコン

15.6型 フルHD
ノートパソコン

17.3型 4K-UHD
ノートパソコン

処理性能やカスタマイズパーツの豊富さは当
然のこと、移動やハードな使用に耐えうる機
能性、冷却効率を高めるためフロントとサイ
ド両方に通気孔を設けるなど、最前線で活躍
するクリエイターの現場の声をリアルに反映
させています。

クリエイティブ な用 途 を重 視しつつ、モバ
イル 性 能を犠 牲にすることのないよう、約
25.4mmの薄型軽量ボディでありながら、最
新グラフィックスを搭載することで、描写支
援が必要なさまざまシーンにおいて真価を発
揮します。

高精細IPS方式液晶パネルを採用。さらに、色
空間の国際標準規格である「sRGB比95％」
にも対応しています。デジタルデータとして撮
影された写真などの印刷する際の高い色再現
性で、入力時と出力時の差異を小さくするこ
とができます。

4K-UHD解像度に対応したAdobeRGB比
100%の17.3型液晶を採用。
アドビシステムズ社が提唱する実用的なRGB
空間定義となり、sRGBと比較すると青から
緑にかけての部分など、一部色域において表
現可能な範囲が広くなります。

1TB HDD 500GB HDD 500GB HDD 240GB SSD

8GB メモリ 8GB メモリ 8GB メモリ 8GB メモリ

光学ドライブ 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ）

GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1070

Core i5 プロセッサー Core i7 プロセッサー Core i7 プロセッサー Core i7 プロセッサーWindows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

ダ 　 イ 　 ブ
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500GB HDD 500GB HDD 64GB eMMC 64GB SSD

4GB メモリ 4GB メモリ 4GB メモリ 4GB メモリ

光学ドライブ 光学ドライブ 　光学ドライブ（外付のみ） 　光学ドライブ（外付のみ）

  UHD グラフィックス 610   UHD グラフィックス 610  HD グラフィックス 500  HD グラフィックス 610

 Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサー  Celeron プロセッサーWindows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 ProWindows 10 Pro

高い信頼性と品質の液晶ディスプレイ国内生産・国内サポートのビジネスパソコン

￥54,800～ ￥49,800～￥54,800～￥54,800～
（税別） （税別）（税別）（税別）

横幅はわずか99mmとデスクスペースを有効
に活用できます。限られたスペースでの利用に
最適な省スペース設計です。従来品よりも約
7％設置面積を削減しました。デュアルディス
プレイを採用される場合にもおすすめのサイ
ズです。

コンパクト設計ながらも、大型グラフィックス
カードの搭載が可能です。画像の編集や動画
の再生など、総合的な性能を求めるお客様に
最適なGeForceシリーズや、CADや 3DCG
な どの 高 度 クリエイティブ 業 務 に 最 適 な
Quadroシリーズにも対応しています。

高さ75cmからの落下衝撃耐性(JIS規格準拠
の弊社試験による評価)、防塵(IP5X準拠)を兼
ね備えた堅強なボディの2in1タブレットです。
また、キーボード部分はIPX2準拠の防滴試験
に合格しているため、うっかりキーボードに水
をこぼした場合でも安心です。

持ち運びもできる13.3型モバイルビジネス
ノートはHDMI端子の搭載はもちろん、最近で
は採用の少なくなった D-Sub端子を標準で搭
載し、変換コネクタを利用することなく、往訪
先での共有画面やプロジェクターへの出力に
柔軟に対応できます。

設置場所を選ばない
省スペース設計

コンパクトボディに優れた
拡張性を持つミニタワー

防塵・落下衝撃耐性の高い 
2 in 1タブレット

ビジネスで役立つ
外部出力ポートを搭載

MousePro S MousePro T MousePro P116A MousePro NB3

スリム型
デスクトップパソコン

コンパクトミニタワー型
デスクトップパソコン

11.6型 HD
2 in 1タブレット

13.3型 HD／フルHD
ノートパソコン

フルHD
1,920×1,080

フルHD
1,920×1,080

5K
5,120×2,880

4K2K
3,840×2,160

ブルーライト
カット機能

高速1ms
144Hzレート

ブルーライト
カット機能

ブルーライト
カット機能

3系統入力
HDMI／DVI／D-Sub

2系統入力
DisplayPort×1

HDMI×1

2系統入力
DisplayPort×2

HDMI×3

2系統入力
DisplayPort×1

HDMI×2

スピーカー＆電源
内蔵

多機能スタンド
高さ／向き／90度回転

多機能スタンド
高さ／向き

フリッカーフリー
LED

上左右に段差のないフラット設計と、外側と
非表示部分がわずか12mmのスリムラインモ
デルです。画面の継ぎ目や見た目が重視され
る、2台使いといったマルチ環境にも適した
コンパクトな製品です。

映像/動画の表示遅延、再生時のゴースト、ラ
グを低減するための充実の機能を実装。高速
応答速度1ms、144Hzの高リフレッシュレー
トが実現する滑らかな描写と、画面の高さ、向
き、90度回転をサポートするスタンドが、ワン
ランク上のプレイ環境を支えます。

4K画面の約1.7倍の精細さを誇る5K(5,120
×2,880)解像度をサポートし、視野角の広い
IPS方式を採用しました。情報量、視認性共に
圧倒的な表示力は、4Kコンテンツと、編集ア
プリのタイムラインを同時に表示するクリエ
イティブ環境に最適な製品です。

フルHDの約4倍の大領域を一度に表示できる
4K解像度に対応。表示色は色のメリハリに長
けるVA方式を採用しています。高コントラスト
で純粋な黒表示は、シネマや写真の再生時に
最適な製品です。電源とスピーカーを内蔵する
も重量は約6.8kgのスマートデザインを実現。

美しいフラットスタイルが
演出する「魅せる」液晶

プレイヤーの使い勝手に特
化した高速ゲーミング液晶

4Kを凌ぐ美しさ、約1,470万
ピクセルの圧倒的表示力

高コントラスト50,000,000:1
約10.7億色表示の4K液晶

ProLite XU2290HS-2 G-MASTER GB2560HSU ProLite XB2779QQS ProLite X3272UHS

21.5型 フルHD
広視野角IPS方式を採用

24.5型 フルHD
高速ゲーミング液晶

27型 5K対応
広視野角IPS方式を採用

31.5型 4K2K対応
高コントラストVA方式

グレア
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