日本工業大学新入生の皆さま

第８世代CPU搭載 Mobile PC
～圧倒的進化を遂げた第8世代CPU

KabyLake-R を搭載～

日本工業大学 オリジナルモデル
４年間無償修理保証+安心パック付
商品番号【Ａ－３】
ＮＢ３９１Ｈ-ＮＩＴ 本体（消費税込）

￥118,800平成30年度の授業は、4月9日（月）から始まります。
ノートパソコンを初回授業に使用する学科もありますので、お早目のご注文をお願いいたします。
【早期申込特典】先着100名様に持ち運びに便利なトートバッグをプレゼント！

コア数が２倍

フルHDディスプレイ

安心のサポート

第7世代2コア4スレッドから
4コア8スレッドに大幅進化。
ターボブースト時の最大動
作クロックが3.4GHzになり
作業がより快適に。

明るく高精細なフルHD
（1920×1080）ディスプレイ
を採用。動画や画像を繊
細で鮮やかに表現します。

トラブルやお困りごとを24
時間365日電話サポート。
春日部にある修理センター
に持ち込み修理（最短当日対応）
も可能です。

MousePro-NB391H-NIT

ノートパソコン・複合プリンタセット

■Windows10Home 64bit
■13.3インチ フルHDディスプレイ
■インテル®Core i5-8250U（4コア8スレッド）
■8GBメモリ
■240GB SSD
■インテル®UHD グラフィックス 620
■IEEE802.11ac/a/b/g/n 対応無線LAN
■Bluetooth®V4.2+ LE 準拠モジュール
■Office：なし

商品番号【Ａ－４】
NB391H-NIT+EPSON EP-710A

日工大はマイクロソフトと Student Advantage 契約を行なっています。
在学生は契約に基づき、無償で Office のインストールが可能です。
詳細については、入学後、別途案内があります。

セット特価（消費税込）

￥133,600EPSON インクジェット複合機 EP-710A
寸法：幅390×奥行339×高さ163mm（突起部を除く）
質量：約5.9kg
LAN：無線LAN・Wi-Fi対応
最大用紙サイズ：A4
インク：6色独立タイプ
※プリンタは、指定のご住所へ宅配便（送料無料）にてお送りいたします。

お申込は、申込用紙をFAX送信いただくか、弊社ホームページからお願いいたします。
【お問合せ】株式会社ＮＩＴクリエイト（日本工業大学内） 担当：松野・渡辺まで
TEL:0480-32-2541（代表）
FAX:0480-35-2356
URL：http://www.nitsc.co.jp/

■製品仕様
製品シリーズ

MousePro

製品型番

MousePro-NB391H-NIT

搭載OS

Windows 10 Home 64ビット
型名

インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー

仕様

4コア/1.60GHz/TB時最大3.4GHz/HT対応

標準容量

8GB (8GB×1)

スロット数/最大容量

2 (空き 1)/最大 32GB (16GB×2) ※1

プロセッサー
マシンタイプ

ノートパソコン

メインメモリ

表示機能

メモリタイプ

PC4-19200 DDR4 SODIMM

グラフィックス

インテル® UHD グラフィックス 620

ビデオ・メモリ容量

最大1,792MB ( 搭載メモリの半分を上限にシェア ) ※システム構成や設定に依存

パネルサイズ・解像度

13.3型 フルHDノングレア （1,920×1,080） ※2

SSD容量

240GB ※3

HDD容量

-

記憶装置 ※4
光学ドライブ

ドライブ仕様

-

オーディオ機能

ハイディフィニションオーディオ

Webカメラ

100万画素Webカメラ ※デジタルマイク内蔵

インターフェース・ポート ※5

USB2.0

-

USB3.0

3 (右側面×2、左側面×1)

USB3.1

-

カードリーダー

対応メディア (MMC / SD / SDHC / SDXC) ※4

LAN ポート

1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T ( Wake On Lan 対応 ) RJ-45

Bluetooth®

Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

無線LAN

IEEE802.11ac/a/b/g/n ( インテル® Dual Band Wireless-AC 3168 )

サウンド

ヘッドフォン 右側面×1 / マイクロフォン 右側面×1 ※5

外部ディスプレイポート
キーボード

D-Sub 右側面×1 / HDMI 左側面×1
日本語キーボード( キーピッチ 約18mm / キーストローク 約1.8mm / JIS標準配列 ( 英数 / かな ) / 87キーレイアウト ) ※6

マウス

タッチパッド

スピーカー

ステレオ スピーカー (内蔵)
バッテリー

AC100V ( 40W ACアダプタ経由 )

ACアダプター

40W (19V), AC100V (50/60Hz)

電源
バッテリー動作時間

約8.1時間 ※7

本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) ※折り畳み時（突起部含まず）

324×234×22.5mm

本体重量（標準バッテリー使用時）

約1.5kg ※8

使用環境

温度 10～35℃、湿度 8～80%

ソフトウェア

マカフィーリブセーフ（60日体験版）

付属品

電源ケーブル・サポートマニュアル

省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）

N区分 0.02 ( AAA ) ※9

保証内容

24時間365日電話サポート・4年間無償修理保証+安心パック

※1

最大容量は16GBメモリーを2枚装着した場合です。

※2

液晶パネルには特性として、黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）が存在する場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありません。予めご了承ください。

※3

標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※4

著作権保護機能（マジックゲート機能、ID機能など）には対応しておりません。

※5

ケーブル等は別途お求め下さい。周辺機器によっては、相性により接続できない場合があります。マイクロフォン等は別途お求めください。

※6

キーボードのキー多重同時押しによるプログラマブル操作（キーアクション）や入力動作は、Windows標準で指定されている動作以外は保証対象外です。

※7

JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間です。

※8

重量はBTOの選択により変動します。付属品及びケーブル類の重量は含みません。

※9

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率を示し、達成率が100%を超えるものは次の表示語で示しております。
( A ) ：達成基準100%以上200%未満、 ( AA ) ：200%以上500%未満、 ( AAA ) ：500%以上を示します

キーボードはタイピング性を重視、全てのキーを18.8mmピッチにて
均等に配置、アイソレーション型としては深さのある1.5mmのスト
ロークを確保。打鍵音もより小さく改良されています。また、タッチ
パッドは左右独立タイプを採用、感触だけでボタンを正確に認識、
明確なクリック感を得ることができます。
液晶の開閉角度についても調整が行われており、従来製品より
開閉角度を５度広げたことで画面視認性を高めています。

