
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

マウス、日本語ワープロソフト「一太郎2017」発売記念！ 
「一太郎」とコラボレーションした
手のひらサイズの極小パソコンを発表

～本日よりJust Myshopにて予約販売開始～

2017.02.03

マウスコンピューターTOP > マウス、日本語ワープロソフト「一太郎2017」発…
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「LUV MACHINES nano Limited Edition」 

※ 画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下「マウスコンピューター」）は、株式会社ジャストシステム（代表
取締役社長：関灘 恭太郎、本社：東京都）が運営するオンラインショッピングサイト「Just MyShop」と、「一太郎2017」発売記念のコラボレーシ
ョン製品として、手のひらサイズの極小パソコン「LUV MACHINES nano Limited Edition」を発表いたします。本商品は、「一太郎2017」の発売日で
ある本日2月3日（金）より、「Just MyShop」にて予約販売を開始いたします。

「LUV MACHINES nano Limited Edition」は、筐体カラーに「一太郎」ブランドカラーの赤を採用した、70×70×34.1mmの手のひらサイズの極小パソ
コンです。小さい筐体に省電力に優れた最新インテル® Celeron® プロセッサーを搭載し、「一太郎」での文書作成やオフィスワーク等の作業を行え
るほか、「インテル® HD グラフィックス 500」により4K動画の視聴も可能となります。VESAマウントを標準搭載するなど拡張性も充実しているの
で、ご家庭や会社など場所を選ばずに様々な用途に適した1台です。

ジャストシステム直営ECサイトJust my shop

製品特長

手のひらサイズの極小パソコン

「一太郎」ブランドカラーの赤を採用し、手のひらに収まるほどの70×70×34.1mmサイズのパソコンです。小さな筐体ながら、個人利用にも、家族共
有にも適した万能型となり、「一太郎」の編集作業など仕事や趣味への活用が可能です。また、VESAマウントキット装着で、液晶やテレビに背負わ
せて一体型パソコンのように使用でき、リビングの大型テレビに接続し、ある時はインターネット、ある時は動画鑑賞など、家族で共有するファミリ
ー向けパソコンとしてもご使用いただけます。

※画像はイメージです。

最新のOS、パーツを搭載し、多岐にわたる用途に対応

最新のOS、Windows 10 Home 64ビット 日本語正規版を搭載しているので、「一太郎2017」や「ATOK 2017」など使い慣れたアプリケーションを利
用可能です。  

更に最新世代のCPUである「インテル® Celeron® プロセッサー N3350」を搭載。低電力消費(TDP 6W)でありながら、最大動作周波数2.40GHz(バー
スト有効時）を誇り、Webブラウジング、文書作成などさまざまな場面でパフォーマンスを発揮します。また進化したインテル® HD グラフィックス
500により、美しい4K動画の視聴（※）も、これ一台で可能になります。  

※HDMI 1.4b接続のため30Hz出力となります。

豊富なインターフェースと、使用する場所を選ばない無線LAN搭載

外付けハードディスクや無線のマウス・キーボード接続に最適なUSBポートは、 3.0ポート、 2.0ポートで各1基実装、加えてBluetooth 4.0モジュール
を標準搭載しているため、Bluetooth対応の周辺機器をご利用いただけます。またホームユースとして、インターネットや動画閲覧を安定した回線で
楽しみたいという方に最適な有線LANポート(1000Base-T)を実装。更に、高速ワイヤレス通信可能な「Wi-Fi IEEE 802.11ac/b/g/n」に対応していま
す。

手軽に一体型パソコンとしてご使用いただけるVESAマウント同梱

製品付属アクセサリーにVESAマウントキットを同梱しており、液晶ディスプレイや大型テレビの背面にパソコン本体を背負わせ、一体型パソコンの
ようにご利用いただけます。オフィスでは、液晶ディスプレイに背負わせることで作業スペースの確保ができます。
※VESA規格(75mm/100mm)いずれかに対応したディスプレイでのみマウントいただけます。

仕様詳細

製品名称 LUV MACHINES nano Limited Edition

型番 LM-nano01LTD

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU
インテル® Celeron® プロセッサー N3350（2コア/1.10GHz/バースト時最大2.40GHz/2MBスマートキャッ

シュ)

グラフィックス インテル ® HD グラフィックス 500

メモリ 4GB LP DDR4-2400

記憶容量 フラッシュメモリ容量 32GB

映像出力
出力端子 HDMI 1.4b ×1

最大解像度 HDMI 1.4b：3,840×2,160 30Hz

有線LAN 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T ( Wake On Lan 対応 )

無線LAN IEEE 802.11ac/b/g/n

Bluetooth® Bluetooth® 4.0LE

インターフェース
HDMI ×1 、ギガビットLANポート×1 

USB 2.0 ポート×1、USB 3.0 ポート×1、Micro USB (給電専用)×1、microSDカードリーダー、ケンジント
ンロック×1

冷却方式 空冷式ファン×1

使用環境 動作時温度/動作時湿度 温度 10～35℃ / 湿度 8～80%

消費電力/最大消費電力 約24W

VESA 対応(75mm x 75mm / 100mm x 100mm)

本体寸法(mm) 70(幅)×70(奥行き)×34.1 (高さ)

本体重量（付属品を含まず） 約164g

保証期間
1年間無償保証  

24時間×365日電話サポート

その他付属品及び仕様
ファーストステップガイド×1、VESAマウント×1、ネジセット(VESAマウント用) ×1、ACアダプタ×1 

マウスコンピューター製コラボレーション特別モデル、「一太郎」特別カラー、「一太郎」スリーブパッ
ケージ

※「一太郎」はプリインストールおよびバンドルはされていません。
※キーボード、マウスは付属していません。

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。※
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。※
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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