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Press Release                                    2019 年 8 月 22 日 

報道関係各位 

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社 

(旧 MARSHAL 株式会社) 

代表取締役 三原 修 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6 

フィールドスリー外神田ビル３Ｆ 

http://www.marshal-no1.jp/ 

 

========================================================================================= 

14.1 型フルハイビジョン液晶搭載 ノート型パソコン発売 
～さらにパワーアップして新発売 発売記念台数限定 29,800 円～ 

========================================================================================= 

 
MAL-FWTVPC02BB 正面 

 

 FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社は前回ご好評いただいておりました、ノート型パソコンをさらに

パワーアップさせて新発売します。 

14.1 型液晶搭載ノート型パソコンは、フルハイビジョン IPS 方式の液晶を採用し、 CPU に Celeron3867U

（Kaby Lake-R）、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 ポートも搭

載しておりますので様々なシーンでご利用いただけます。今回、3 つの USB ポートのうち 1 ポートをタイプ C

に変更し USB3.0 2 ポート、USB2.0 1 ポートの搭載に強化しました。また、USB タイプ C は HDMI 変換にも

対応しており、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 Type C 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 Type A でもご利用可能です。また、グラフィック機能の強

化により４Ｋ画像を出力することが可能になりました。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。キーボードはユーザー様の意見を参考

に、日本語キーボード配列を見直しより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
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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、今回 M.2（SATA/NGFF）スロットを追加し、ＨＤＤに加え、M.2 のＳＳＤも増設することができま

す。もちろん、同時に認識、読み書き可能です。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。 

前回のモデルを教訓に、スペック以外の製造工程、電気系統の回路などを見直し、より快適にお使いいた

だけるよう改善を行いました。今後も、ユーザー様のご意見を重視し、さらに品質の高いノート型パソコンを発

売して参ります。 

今回、カスタマイズモデルとして、ＨＤＤ５００ＧＢ増設モデル、ＨＤＤ１ＴＢ増設モデル、ＳＳＤ２５６ＧＢ増設モ

デルも同時発売いたします。また、発売記念として、ダイレクトショップでは、先着３００台限定にて通常モデル

を税込み 29,800 円にて限定販売いたします。是非この機会にご検討ください。 

 

■販売開始時期 

9 月上旬より出荷開始 

 

■型番/JAN コード/価格 

「14.1 インチノート型パソコン」IPS フルハイビジョン対応ノート型パソコン 

型番：MAL-FWTVPC02BB 

JAN コード：45-89969-39398-0 

メーカー希望小売価格：37,800 円(税込) 

 

「HDD500GB 増設カスタマイズモデル」 

型番：MAL-FWTVPC02BB＋HDD500GB 

JAN コード：45-89969-39425-3 

メーカー希望小売価格：42,800(税込) 

 

「HDD1TB 増設カスタマイズモデル」 

型番：MAL-FWTVPC02BB＋HDD1TB 

JAN コード：45-89969-39426-0 

メーカー希望小売価格：44,800(税込) 

 

「SSD256GB(2.5 インチ)増設カスタマイズモデル」 

型番：MAL-FWTVPC02BB＋SSD256GB 

JAN コード：45-89969-39427-7 

メーカー希望小売価格：43,800(税込) 

 

 
［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  kouho@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.03-6803-0948  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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■製品特徴 

＜フルハイビジョン対応ＩＰＳ液晶搭載・ＨＤＭＩ４Ｋ出力対応＞ 

 解像度 1980×1080 のフルハイビジョンＩＰＳ液晶を採用しています。液晶も薄くなり、ビジネスから趣味まで

幅広くお使いいただけます。また、本体搭載のＨＤＭＩ端子から４Ｋソース*1 の出力が可能です。 

*1 最大レート 25ｆps となります。4K 対応の液晶モニタが別途必要です。 

 

＜幅広いインターフェースを搭載＞ 

 有線 LAN ポート、HDMI 端子（Type A 変換ケーブル付）、USB ポートを 3 ポート（うちタイプ C
１ポート）搭載しておりますので、あらゆるシーンで活用でき、様々な周辺機器を増設できます。 
 
＜内蔵ハードディスクやＭ．２を増設可能＞ 
 前モデルと同様に 2.5 インチフォームファクタのハードディスクドライブ又はＳＳＤが増設可能で

す。また、今モデルからＭ．２スロットも搭載しておりますので、大容量のドライブを増設すれば、

多く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。シリアルＡＴＡ３．０接続で実

測値、読込速度 520MB/秒、書込速度 400MB/秒を実現しています。 
 
＜システムドライブに６４ＧＢ ｅＭＭＣフラッシュを搭載＞ 
 読込速度 246MB/秒、書込速度 135MB/秒のｅＭＭＣフラッシュメモリをシステムドライブに採用して

いますので、ハードディスクドライブに比べ、省エネで、起動速度が速く、衝撃にも強い構造になっ

ています。 

 
＜ユーザーの意見を反映＞ 
 前回の販売実績、ユーザーの声を反映し、キーボードのレイアウト、回路、性能の見直しを行い、

ユーザーの方により満足いただける仕様にしました。 

 

■ダイレクトショップ販売先 

Amazon「PREMIUM STAGE」 
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B07TSGHSDH?ref=myi_title_dp 
 
楽天市場「PREMIUM STAGE」 
URL：https://item.rakuten.co.jp/marshal/mal-fwtvpc02bb/ 
 
Yahoo！ショッピング「PREMIUM STAGE」 
URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/marshal/mal-fwtvpc02bb.html 
 
Qoo10「FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社」 
URL：https://www.qoo10.jp/GMKT.INC/Goods/Goods.aspx?goodscode=659950815 
 
Wowma！「PREMIUM STAGE」 
URL： https://wowma.jp/item/386791362 



 

 4

自社サイト「激安市場」 
URL： http://shop.marshal-no1.jp/shopdetail/000000002329 
 
店頭展示販売 
PREMIUM STAGE リアル店 
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-9-10 町田ビル 1F 
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■14.1 インチノート型パソコン製品仕様 
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■14.1 インチノート型パソコン製品仕様 

型番：MAL-FWTVPC02BB 
JAN コード：4589969393980 
OS：Windows10 Professional 64bit 
CPU：Intel Celeron 3867U（Kaby Lake-R） 
動作周波数：1.8GHz 
メモリ：4GB（LPDDR3） 
プロセッサー・グラフィックス：Intel HD Graphics 610 
液晶ディスプレイ：フルハイビジョン 14.1 インチ（IPS 方式採用 / ノングレア） 
解像度：1920×1080 ドット (明るさ 250cd) 
ストレージ：ｅMMC  64GB *1  シリアルＡＴＡ接続 2.5 インチ (7mm）増設可能 / M.2（NGFF2280）
増設可能 
インターフェース：USB2.0×1 / USB3.0×1 / USB3.0 TypeC×1 / 有線  RJ45LAN コネクタ×1
（100Mbps 対応） HDMI Type C×1 / マイクロ SD カードスロット ×1 / 3.5mmΦヘッドホンジャッ

ク ×1 
無線 LAN：IEEE802.11ａ/b/g/n / IEEE802.11ac（W52/W56 対応） 
Bluetooth：Bluetooth4.2 
スピーカー / マイク：ステレオスピーカー内蔵  /  デジタル（モノラル）マイク内蔵 
カメラ：フロントに搭載（30 万画素） 
入力装置：日本語キーボード（PAD マウス付） 
AC アダプタ：INPUT:100-240V 50/60Hz 1.2A  OUTPUT: 19V / 2.1A 
電源供給方式：AC アダプタ または リチウムイオンバッテリー 
バッテリーパック：リチウムイオン 7.4V / 5,000mAh *2 
バッテリー駆動時間：約 7 時間 *3（JEITA2.0） 
バッテリー充電時間：約 2 時間 *4 
温湿度条件 *5：温度 5 ～35℃/ 湿度 5 ～80％RH（動作時）、温度-20 ～ 60℃ / 湿度 5 ～80％RH（非

動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに直射日光を避け、結露しないこと） 
筺体サイズ (突起部含まず)：334（W）×220（D）×21.1（H）mm 
筺体の重さ *6：1.39kg 
保証期間：1 年間 
メーカー希望小売価格：¥37,800（税込） 
同梱物：AC アダプタ / HDMI (TypeC to A) 変換ケーブル / USB TypeC to A 変換ケーブル / HDD 増設

用金具 / 増設ネジセット / マニュアルページのご案内 / 保証書 
*1：1GB=1,000MB で計算している為、PC 上で実際に認識する容量とは異なります。  
*2：バッテリーパックは消耗品です。  
*3：バッテリー駆動時間は、使用環境によって記載時間と異なる場合があります。  
*4 : バッテリー充電時間は、電源 OFF 時。  
*5 : 温湿度条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。  
*6  : 本体・メインボード・HDD・バッテリーのみ。同梱物は含みません。  
■社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。  
■画面はハメコミ合成です。  
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。  
■本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された

場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアッ
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プするようにお願い致します。  
以上 


