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マウスコンピューターとの共同企画エディオンオリジナルパソコン 

「E-GG+(エッグプラス)」シリーズに新機種を発表 
 

15 インチ液晶を採用し、デザインとプライスパフォーマンスに優れた 

ノートパソコンを新発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGPN360512シリーズ  

基本モデル「EGPN360512H80」 

 

 

株式会社エディオン（代表取締役社長：久保允誉、本社：愛知県、証券コード：2730、以

下エディオン）と株式会社 MCJ （代表取締役会長：髙島勇二、本社：埼玉県、証券コード：

6670、以下 MCJ）は、共同企画オリジナルパソコン「E-GG+（エッグプラス）シリーズ」の新

たなラインナップとして、実用性・デザイン性が高く、プライスパフォーマンスに優れたノ

ートパソコン 1機種 3モデルを、3月 11日より発売開始いたします。 



【EGPN360512 シリーズの 3モデル】 

基本モデル「EGPN360512H80」（99,800 円(税込)） 

CPU にインテル(R)Celeron(R)M プロセッサ 360J、大容量 512MB DDR-SODIMM メモリ・80GB ハ

ードディスク・2層書込対応 16 倍速 DVD スーパーマルチドライブ、15インチノングレア低

反射液晶ディスプレイ、Microsoft(R)Windows(R)XP HomeEdition をプリインストールしたモ

デル。その他、Microsoft(R)はがきスタジオ Basic、Norton AntiVirus90 日体験版、

Adobe(R)Adobe Reader7.0 などのソフトをプリインストール。 

 

オフィスソフトモデル「EGPN360512OPE」（119,800 円(税込)） 

「EGPN360512H80」のモデルバリエーションとして、Microsoft(R)Office Personal Edition 

2003 をプリインストールしたモデル。 

 

Professional OSモデル「EGPN360512PRO」（109,800 円(税込)） 

「EGPN360512H80」の基本仕様構成はそのままで、OS を Microsoft(R)Windows(R)XP 

Professional としたモデル。 

 

 

【EGPN360512 シリーズの主なスペック】 

機種名 CPU メモリ HDD ドライブ 液晶 OS オフィス 価格(税込)

EGPN360

512H80 
 99,800 円 

EGPN360

512OPE 

Microsoft(R) 

Windows(R)XP 

Home Edition 

SP2 

Microsoft(R) 

Office 

Personal 

Edition 2003 

119,800 円 

EGPN360

512PRO 

イ ン テ ル

(R)Celeron

(R)M 360J 

(1.40GHz) 

DDR- 

SODIMM 

512MB 

PC2700 

80GB 

2 層書込対

応 8 倍速

DVD スーパ

ーマルチド

ライブ 

15 インチノ

ングレア低

反 射 液 晶

(XGA 解像度

/1078x768

ドット) Microsoft(R) 

Windows(R)XP 

Professional 

SP2 

 109,800 円 

 

 

【製品の特徴】 

「セキュリティー対策万全なデジタルライフスタイル」 

CPU のインテル(R)Celeron(R)360J は、モバイル用として省電力・高性能を発揮するともに、

ウイルス防止機能「エグゼキュート・ディスエーブル・ビット」機能が内蔵されており、特

定の悪意のあるソフトウェアの実行を回避します。さらに、Norton AntiVirus90 日体験版も

プリインストールしたことによりコンピューターウイルスにも迅速に対応でき、より安全に

快適にパソコンをご使用いただけます。 

 

「大容量を快適に扱うためのシステム構成」 

ハードディスクは、ノート PCとしては容量の大きい 80GB を標準搭載しました。様々なアプ

リケーションのインストール用としてだけでなく、高画質ムービーや画像データなどの保存



用としても活用が可能です。また、光学ドライブには、2 層書込対応 DVD スーパーマルチド

ライブを採用しました。DVD±DL、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM といった全ての DVD メディア

の読み込み・書き込みができ、DVD±DL では最大 8.5GB のデータ書き込みが可能です。大容

量を気軽に体感できるシステム構成を実現しました。 

 

「4種類のメディアに対応できるメモリカードスロットを標準搭載」  

マルチメディアカード、 SD メモリーカード、メモリースティック、メモリースティック Pro

の読み込み・書き込みに対応したメモリカードスロットを標準搭載しました。デジカメで撮

影したデータの読み込みもスムーズに実行できます。 

 

 

【販売店舗】 

3月 11 日(土曜日)より、「デオデオ」「エイデン」「コンプマート」「ミドリ電化」全店、およ

びインターネットショッピング「エディオンダイレクト」（http://shop.edion.jp）にて販売

開始いたします。 

※ 一部、店舗取り寄せ対応となります。 

 

 

【株式会社エディオン 会社概要】 

社   名：株式会社エディオン 

本社事務所：愛知県名古屋市千種区覚王山通八丁目70番地の1 

代 表 者：代表取締役社長 久保 允誉 

事業内容 ：家電販売を主とする株式会社デオデオ、株式会社エイデン、株式会社ミドリ電 

化、および家電・家具・インテリアの通販事業を行う株式会社暮らしのデザイ

ンの株式を所有することにより当該子会社の経営管理を行う。 

設   立：2002年3月 

資 本 金：101億7,463万円 

U R L  ：http://www.edion.co.jp/

 

 

【株式会社 MCJ 会社概要】 

社  名：株式会社MCJ 

所 在 地：東京都千代田区神田和泉1-1-16 KONKOビル7F 

代 表 者：代表取締役会長 髙島 勇二 

事業内容：パソコン・IT関連機器製造・卸業 

設  立：1998 年8 月 

資 本 金：37億7503万5千円 

U R L ：http://www.mouse-jp.co.jp

 

 

http://shop.edion.jp/
http://www.mouse-jp.co.jp/
http://www.edion.co.jp/
http://www.mouse-jp.co.jp/


【本件に関するお問い合わせ先】 

 

 
 

製品に関する報道関係者からのお問い合わせ

株式会社MCJ 

広報担当：氏家・森下 

E-mail: press@mouse-jp.co.jp 

TEL：03-3851-3823 FAX：03-3851-3819 
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販売に関するお問い合わせ 

株式会社エディオン 

経営企画室 船戸
ふ な と

・向田
むかいだ

 

 

TEL:052-759-2714  FAX:052-759-2719
以 上 
 
 
 
 

参考資料】 

GPN360512 シリーズ製品詳細 

製品型番 EGPN360512H80 EGPN360512OPE EGPN360512PRO 

プロセッサ インテル(R) Celeron(R)M プロセッサ 360J（1MB L2 キャッシュ/1.40GHz/FSB400MHz） 

チップセット VIA PN800 チップセット 

メインメモリ DDR-SODIMM512MB PC2700(512MBx1/最大 1GB) 

HDD Ultra-ATA100 80GB 

2 層書込対応 8倍速 DVD 書込ドライブ 

ドライブ 
(DVD+R DLx2.4/ DVD-R DLx2 倍速 DVD±Rx8 倍速/DVD±RWx4 倍速/DVD-RAMx5 倍速/CD-Rx24 倍

速/CD-RWx16 倍速/DVD-ROMx8 倍速/CD-ROMx24 倍速/ライティングソフト、DVD 再生ソフト付

属) 

カードリーダー 
4in1 マルチメディアカードリーダー 

（メモリースティック/メモリースティック PRO/SD メモリーカード/MMC） 

グラフィックス VIA PN800 内蔵グラフィックス(チップセット内蔵) 

サウンド AC97 準拠 Sound Blaster Pro 互換 

モニタ 15 インチ TFT液晶ディスプレイ（XGA 1024 x 768 表示対応） 

OS Microsoft(R) Windows(R) XP HomeEdition SP2 
Microsoft(R) Windows(R) XP 

Professional SP2 

オフィスソフト  
Microsoft(R)Office 

Personal Edition 2003 
 

ソフト はがきスタジオ Basic、ノートンアンチウイルス 90日体験版、Adobe(R)Adobe Reader7 など

サポート OS Microsoft(R) Windows(R) XP SP1 以降 

保証 1年間無償保証 

89 日本語キーボード、スクロール機能付タッチパッド 

その他 ■I/O ポート：●USB2.0 ポート x3●マイク x1 ヘッドフォン x1●LAN ポート（10/100Mbps 

LAN）x1●PC カードスロット(TypeII/CardBus 対応)x1 

バッテリ リチウムイオンバッテリーまたは AC100V（50/60Hz AC アダプタ経由） 

サイズ 333(W) x 276(D) x 24～33(H) mm 

価格 99,800 円 119,800 円 109,800 円 
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