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14.1 型フルハイビジョン液晶搭載のノート型パソコン
「FFF-PC03B」を 2 月 25 日発売
～「MAL-FWTVPC02BB」がさらにパワーアップして新発売 キーボードもさらに使いやすく快適に～
=========================================================================================
FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社(所在地：神奈川県綾瀬市、代表取締役会長：三原 修)は、ご好
評いただいております、14.1 インチノート型パソコン「MAL-FWTVPC02BB」をさらに使いやすく、パワーアップ
し、「FFF-PC03B」として 2 月 25 日に新発売いたします。
FFF-PC03B は、従来のフルハイビジョン IPS 方式の液晶をノングレアからグレア液晶に変更し、CPU にイン
テル Celeron5205U(Comet Lake)、メインメモリ 4GB、システムドライブに eMMC64GB を搭載したモデルです。
無線 LAN は 2.4GHz 帯の IEEE802.11b/g/n と 5.0GHz 帯の IEEE802.11a/ac に対応します。もちろん、
Bluetooth も搭載していますので、お手持ちの Bluetooth 機器もお使いいただけます。また、ニーズの高い有
線 LAN ポートもギガビットに対応しました。
USB ポートは、すべて USB3.0(USB3.1 Gen1)に対応し、従来モデルと同様 1 ポートをタイプ C にしております
ので、HDMI 変換、PD 充電にも対応しています。
既存の HDMI ポートと併用することにより、トリプル画面で使用することができます。タイプ C の機器を利用し
ないユーザー様のために、通常のタイプ A コネクタに変換するケーブルを同梱しておりますので、マウスやテ
ンキーを接続しても空きがあり、多くの周辺機器を接続できます。
HDMI ポートはミニ HDMI(TypeC)となっておりますが、付属の変換ケーブルを使えば、一般的なスタンダード
HDMI(TypeA)でもご利用可能です。
フロントに WEB カメラ、マイクを内蔵しておりますので、インターネットを利用したビデオチャットなどもお楽し
みいただけます。
また、今回、キーボードをユーザー様の多くのご意見から、日本語配列をより見直し、さらに使いやすく改良
しました。従来通り、パッドマウスを搭載しております。
裏面には、シリアル ATA 接続に対応した 2.5 インチフォームファクタ(7mm に限る)のハードディスクドライブ又
は SSD を増設可能ですので、増設することで大容量の動画やアプリケーションをインストールすることができ
ます。さらに、M.2(SATA/NGFF)スロットも従来通り搭載されているため、HDD に加え、M.2 の SSD も増設す
ることができます。増設したドライブは実測値で読込速度 520MB/秒、書込速度 400MB/秒を実現しておりま
すので、高速なデータのやりとりが可能です。
今回、リニューアル記念として、WPS オフィスライセンスを標準添付して、29,800 円にて各モール限定 100 台
を販売いたします。
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また、
前モデルでもご好評いただいておりました SSD を増設したカスタマイズモデルも２機種同時発売いたします。
FFF-PC03B-WPS25SSD256：33,800 円(税込・送料込)
FFF-PC03B-WPS25SSD480：36,800 円(税込・送料込)
※カスタマイズモデルの仕様は各 WEB ページでご確認ください。
販促キャンペーンは下記の通りです。
【実施通販サイト】
・PREMIUM STAGE
・PREMIUM STAGE
・PREMIUM STAGE
・PREMIUM STAGE
・PREMIUM STAGE
・PREMIUM STAGE

楽天市場店
PayPay モール店
amazon 店
auPAY マーケット店
Qoo10 店
ダイレクト

各モール先着 100 名様 29,800 円で限定販売
カスタマイズモデルは下記の内容です。
FFF-PC03B-WPS25SSD256：33,800 円(税込・送料込) JAN コード：4589969397308
FFF-PC03B-WPS25SSD480：36,800 円(税込・送料込) JAN コード：4589969397315
【実施サイト URL】
▼楽天市場
FFF-PC03B-WPS
JAN コード：4589969397292
https://item.rakuten.co.jp/marshal/mal-fwtvpc02bb-10m21f1m/
FFF-PC03B-WPS25SSD256
JAN コード：4589969397308
https://item.rakuten.co.jp/marshal/mal-fwtvpc02bb-10s21f1m/
FFF-PC03B-WPS25SSD480
JAN コード：4589969397315
https://item.rakuten.co.jp/marshal/mal-fwtvpc02bb-wps25ssd480/
カテゴリ TOP
https://item.rakuten.co.jp/marshal/c/0000000574/?s=1&i=1#risFil
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▼PayPay モール
FFF-PC03B-WPS
JAN コード：4589969397292
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/mal-fwtvpc02bb-10m21f1m/
FFF-PC03B-WPS25SSD256
JAN コード：4589969397308
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/mal-fwtvpc02bb-10s21f1m/
FFF-PC03B-WPS25SSD480
JAN コード：4589969397315
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/mal-fwtvpc02bb-wps25ssd480/
カテゴリ TOP
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/search/?b=0&ei=UTF-8&strcid=iriea5cea1
▼Qoo10
FFF-PC03B-WPS
JAN コード：4589969397292
https://www.qoo10.jp/g/702025679
FFF-PC03B-WPS25SSD256
JAN コード：4589969397308
https://www.qoo10.jp/g/785488356
FFF-PC03B-WPS25SSD480
JAN コード：4589969397315
https://www.qoo10.jp/g/819662843
▼amazon
FFF-PC03B-WPS
JAN コード：4589969397292
https://www.amazon.co.jp/dp/B08W51SL3T?ref=myi_title_dp
FFF-PC03B-WPS25SSD256
JAN コード：4589969397308
https://www.amazon.co.jp/dp/B08W53RG1N?ref=myi_title_dp
FFF-PC03B-WPS25SSD480
JAN コード：4589969397315
https://www.amazon.co.jp/dp/B08W52SGDK?ref=myi_title_dp
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▼auPay
カテゴリーページ
https://wowma.jp/user/30214698/shopcategory/363264
▼Makeshop
カテゴリーページ
http://shop.marshal-no1.jp/shopbrand/irie-laptop
販売開始時期：2 月 25 日出荷開始予定。
型番／JAN コード／価格
「IRIE14.1 型 IPS 液晶ノート型パソコン」
FFF-PC03B／JAN コード：4589969-39587-8／メーカー希望価格 33,800 円(税込)
［標準モデルの製品仕様］
下記 PDF をご覧ください。
https://www.mo-solu.com/FFF_SMART_LIFE_CONNECTED/2021-0218/Spec-2021-0218_FFF-PC03B.pdf
（メールソフトによって記載の URL が改行表示され全体がクリックできない場合がございます。
お手数ですが、URL をコピーしブラウザの URL 入力欄に直接貼付けてご利用ください。）
(商品画像)
FFF-PC03B 製品イメージ
https://www.mo-solu.com/FFF_SMART_LIFE_CONNECTED/2021-0218/FFF-PC03B.jpg
(参考図面)
キーボード配列
https://www.mo-solu.com/FFF_SMART_LIFE_CONNECTED/2021-0218/Keyboard-layout.jpg
［読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先］
FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社
support@marshal-no1.jp
［報道関係様からのお問い合わせ先］
FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社 広報担当
TEL ： 0467-81-4200
Email： kouho@marshal-no1.jp
製品画像は、下記 URL からダウンロードをお願い致します。
http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#imgdata
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