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人気スペックをセレクト 

日本工場で組み立てをおこなった高信頼性シリーズ 

Premium PC 
～コストパフォーマンスに優れたオリジナルノートパソコン～ 

新発売 
 

MARSHAL 株式会社は、過去に EC サイトで販売した人気のスペックモデルをセレクトし、

国際的な品質保証規格である「ISO9001」を取得した日本工場で、PC の組立てをおこなった

高品質で信頼性の高い「Premium PC」シリーズを発売いたします。 

Premium PC シリーズ第一弾として、第 4 世代インテル CoreTM i3-4025U(Haswell Refresh)

プロセッサー・SSD の優れたスピード性と HDD の大容量を融合させた 1TB のハイブリッド

HDD・Panasonic 社製 BDXLTM 対応の Blu-ray ドライブ・初回特典として IPS 方式を採用したフ

ル HD ノングレア液晶モニター・Windows8 よりも根強い人気の Windows7-Home Premium 

64bit・総合ソフト Microsoft Office2013 をオプションで選択することができるノートパソコンを発

売いたします。 

本ノートパソコンには、90 分間無料の電話&リモートサービスのアフターサポートが付属し、

保証期間も 1 年間あるので初心者のユーザーでも安心してご利用いただけます。 

今後もユーザーの視点に立ったスペックモデルをセレクトし、一体型 PC やタブレット PC

など幅広いモデルを展開して、より多くのユーザーに Premium PC シリーズの魅力を伝えて

いきます。 

 
販売開始時期   2014 年 10 月上旬より。 

型番/JAN コード/価格/ 

MAL7215BC3NS    4582255118168  標準価格 オープンプライス 

読者（ユーザー）様からのお問い合わせ先 

MARSHAL 株式会社  kouho@marshal-no1.jp 

報道関係様からのお問い合わせ先 

担当：MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948 kouho@marshal-no1.jp 

製品画像：http://www.marshal-no1.jp/information/form.html 
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Premium PC シリーズ ノートパソコン【主な特長】 
 

 
■第 4 世代インテルCoreTM i3-4025U(Haswell Refresh)プロセッサーを搭載 
Haswellを改良し、さらなる性能向上を達成したHaswell Refresh。 
革新的な回路配線テクノロジーに強化された、統合グラフィックな
ど、定評ある技術はそのままに、定格クロックの引き上げを行 
ったNEWプロセッサーです。なめらかでシームレスなビジュアルを
提供。長時間バッテリー駆動を可能にし、動画再生や画像処理
においても優れた機能で対応しています。 
 
 
 
■大容量・高品質 のBDXLTMに対応したPanasonic社製ドライブを採用 
ディスクの記録層が従来の最大 2 層から 3～4 層になり、 

2 倍以上のデータ保存ができます。BDXLTM に対応していれば、 

高品質で大容量化する映像データや写真データでも、 

1 枚のメディアにたっぷり保存することが可能です。 

 
 
■高精細なフルハイビジョン映像が楽しめる 
15.6 インチの高輝度のフルハイビジョンを搭載し、写真や

動画はもちろん、文字までより滑らかで鮮明に映し出すこ

とが可能なので、Adobe Illustrator や Photoshop など、デ

ザインデータを取り扱うクリエイターの方に最適です。ブ

ルーレイ搭載モデルなので、映画・動画・写真などをより高精細な映像で楽しむことができま

す。また、初回特典として IPS 方式を採用し、ノングレアの液晶モニターを搭載しています。 
 
 
■大容量・高速アクセスを実現するハイブリッドHDD 
SSDの優れたスピード性とHDDの大容量を融合させた 1TBのハイブリッドモデルを搭載して
います。起動時間とアプリケーションの速度を向上させ、システムのパフォーマンスを高めま
す。 
 
■6cell リチウムイオンバッテリー搭載 
パソコンを持ち運ぶ機会の多いモバイルユーザーに最適。電力消費量の少ない第 4 世代イ
ンテルCoreTM i3 プロセッサーを搭載し、最大容量 4,380mAhのバッテリーがあれば、外出先
でもバッテリーの残量を気にする必要はありません。また、自宅の各部屋に移動する場合で
も気軽に持ち運びすることができます。 
 
■パソコンのテクニカルアフターサポートサービス 
90 分間無料で電話&リモートサポートサービスが付属されています。パソコンのトラブルや操

作で困ったときでもサポートスタッフが遠隔操作をおこなうことで、「症状がうまく説明できな

い」・「言葉の説明だけでは分からない」といった心配もなく、初心者のユーザーでも安心して

利用することができます。 



   
製品構成 
本体、AC アダプタ、USB ケーブル、電源コード、再セットアップディスク 
 

 

製品仕様・動作環境 

OS Microsoft Windows7-Home Premium 64bit 

CPU 第 4 世代インテル Core i3-4025U(Haswell Refresh)プロセッサー 

動作周波数 1.7GHz 

コア／スレッド数 2 コア／4 スレッド 

メモリ 4GB（1 スロット 占有 1 スロット空）※国産メモリ使用 

メモリタイプ DDR3L-1,600MHz 

プロセッサー・グラフィックス Intel® HD Graphics 4400 

グラフィックメモリ メインメモリと共用 

液晶ディスプレイ フルハイビジョン 15.6 インチ（IPS 方式採用,ノングレア） 

解像度 1920×1080 ドット 

HDD 1TB(ハイブリッドモデル)※1 

ドライブ BDXL 対応 Blu-ray （Panasonic 社製 UJ-272） 

ドライブ（最大書込み速度）※2 BD-R(6 倍速)、BD-R DL(6 倍速)、BD-R TL(4 倍速)、BD-R QL(4 倍速)、 

BD-RE(4 倍速)、BD-RE DL(4 倍速)、BD-RE TL(4 倍速)、DVD-R(8 倍速)、

DVD-R DL(6 倍速)、DVD-RW(6 倍速)、DVD+R(8 倍速)、DVD+R DL(6 倍速)、

DVD+RW(8 倍速)、DVD-RAM(5 倍速)、CD-R(24 倍速)、CD-RW(24 倍速) 

ドライブ（最大読み込み速度）※2 BD-ROM(6 倍速)、DVD 各種(8 倍速)、CD 各種(24 倍速) 

インターフェース USB2.0 ポート×2、USB3.0 ポート×2、VGA ポート×1、HDMI ポート×1、 

ヘッドフォン端子×1、マイクロフォン端子×1、LAN コネクタ×1、 

DC-IN コネクタ 

無線 LAN 802.11 b/g/n 

フロッピーディスク 搭載無し（オプションなし） 

Bluetooth Bluetooth4.0 

オーディオ機能 チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック 

（最大 192kHz / 24 ビット（注 8）ステレオ PCM 同時録音再生機能、 

MIDI 再生機能［OS 標準］） 

スピーカー / マイク ステレオスピーカー内蔵、デジタル（ステレオ）マイク内蔵 

Web カメラ Web カメラ内蔵（100 万画素） 

入力装置 日本語キーボード 

カードリーダー 9-in-1 カードリーダー 

- MMC/RSMMC 

- SD / mini SD / SDHC / SDXC 

- MS / MS Pro / MS Duo 

AC アダプタ AC 100～240V 50～60Hz,DC 19V 3.42A,65W 

通信機能 10/100/1000MB Base-TX LAN 機能 

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※3 リチウムイオン 4,380mAh 

バッテリー駆動時間 約 5.5 時間※4 

バッテリー充電時間 約 1.5 時間※5 



   
温湿度条件※6 温度 5～35℃ / 湿度 20～80％RH（動作時）、 

温度-10～60℃ / 湿度 20～80％RH（非動作時） 

（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと） 

サポート OS Windows8.1 / Windows8 /Windows7 

筺体サイズ(突起部含まず) 374(W)×252(D)×25.4(H)mm 

筺体の重さ※7 2.1kg 

保証期間 1 年間 

JAN 4582255118168 

型番 MAL7215BC3NS 

総合ソフト   Microsoft Office Home and Business 2013（オプション） 

同梱物 AC アダプタ、USB ケーブル、電源コード、再セットアップディスク 

※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：読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。 

※3：バッテリーパックは消耗品です。 

※4：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。 

※5:バッテリー充電時間は、電源 OFF 時。 

※6:温室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。 

※7:本体・ODD・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プするようにお願い致します。 

 

製品写真 

 

■筐体画像 

 



   
 

 
以上 


