
製品保証、修理サービスに関する詳細は右記をご確認ください

▲

https://www.mouse-jp.co.jp/store/mcj_service/mcj_service.aspx

出荷前
サービス 評価用サンプル製品の貸出 お客様専用型番設定サービス ラベル貼り付けサービス

（PC本体又は梱包箱） ラベル作成サービス マスターイメージ
コピーサービス

料金
（税込） お問合せください 330円～/台 330円～/台 お問合せください 3,300円～/台

ご注意事項

20台以上ご購入予定の方に対しまして評価
用サンプルの貸し出しメニューをご用意（期
間：2週間）
ご発注を前提としての無償貸出となり、貸出

（サンプル機）申請書が必要となります。詳
しくは営業までお問合せください。

弊社規定に基づく条件下でお客様専用の型
番を設定いたします。
製品本体への型番表記を変更いたします。表
記無しへの変更は対応できかねます。

お客様支給ラベルを貼付した本体を修理する
際、場合によってはラベルをお剥がしさせてい
ただく場合があります。あらかじめご了承くだ
さい。
当社規定ロゴや標準貼付ラベルなどと同位置
への貼り付けにご対応出来ない場合がござい
ます。詳細は、営業担当までご相談ください。
ラベル作成費、送料などは別途お客様ご負担
となります。※弊社ラベル作成サービスも有
償にて対応可能です。

数量・素材・使用するカラーにより費用は異な
ります。

20台以上のご購入に関して、マスター作成
用PCのお貸し出しから複数台数の製品への
ハードディスクデータコピー作業をご提案。
本サービスを利用したPCで修理お預かりをし
た場合、修理内容によっては当社標準出荷状
態でのご返却となります。その場合、ご使用環
境への復旧はお客様自己責任のもとお願い
いたします。
各種OS/アプリケーションのライセンス数等
の管理につきましては、ご利用企業様側での
管理をお願い　いたします。弊社側でのマス
ターデータの保管・管理は承っておりません。

出荷時
納品時

サービス
個別配送サービス 着日指定サービス 着日時指定

チャーター便配送サービス 搬入・設置・設定（移設） 不要PCの廃棄・下取り

料金
（税込） 通常送料に含む 通常送料に含む お問合せください お問合せください お問合せください

ご注意事項
複数台数の同時ご発注時に個別出荷先のご
指定が可能です。

出荷予定日以降の出荷を前提として、製品到
着日程のご指定が可能です。（対応可能時間
帯については、営業までご相談ください）

費用は都度お見積となります。
地域、納品指定先環境によって対応できかね
る場合がございます。

現場環境によっては、ご対応できかねる場合
がございます。あらかじめ営業までご相談く
ださい。

本サービスは、ユニットコムにより運営されて
います。

保証期間 保証内容 追加保証 MousePro-S/T/SV MousePro-M MousePro-NB4 MousePro-NB5 MousePro-P101 MousePro-P116 MousePro-W ※1

ピックアップ
－ ○○  0円 ○○    0円 ○○    0円 ○○    0円 ○○    0円 ○○    0円 ○○    0円

＋安心パックサービス ○○    ++5,500円 ○○    ++5,500円 ○○    ++5,500円 ○○    ++5,500円 ○○    ++5,500円 ○○    ++5,500円 －

オンサイト
－ ○○    ++5,500円 ○○    ++5,500円 ○○    ++6,600円 ○○    ++6,600円 ○○    ++6,600円 － ○○    ++18,480円

＋SSD/HDD返却不要 ○○    ++6,820円 ○○    ++6,820円 ○○    ++7,920円 ○○    ++7,920円 － － －
センドバック － － － － － － － ○○    ++38,280円

ピックアップ
－ ○○    ++11,000円 ○○    ++11,000円 ○○    ++11,000円 ○○    ++11,000円 ○○    ++11,000円 ○○    ++11,000円 ○○    ++43,780円

＋安心パックサービス ○○    ++16,500円 ○○    ++16,500円 ○○    ++16,500円 ○○    ++16,500円 ○○    ++16,500円 ○○    ++16,500円 －

オンサイト
－ ○○    ++16,500円 ○○    ++16,500円 ○○    ++18,700円 ○○    ++18,700円 ○○    ++18,700円 － ○○    ++49,280円

＋SSD/HDD返却不要 ○○    ++20,460円 ○○    ++20,460円 ○○    ++21,560円 ○○    ++21,560円 － － －
＋安心パックサービス ○○    ++22,000円 ○○    ++22,000円 － － － － －

ピックアップ － － － ○○    ++18,700円 － － － －

ピックアップ － ○○    ++19,800円 － ○○    ++19,800円 ○○    ++19,800円 ○○    ++19,800円 － －

ピックアップ修理保証
運送業者がPCの設置場所にお伺いし、製品
をお預かりして弊社サポートセンターへ回収
します。弊社にて修理実施後、製品を宅配便
にてご返却いたします。回収費用、配送費用
は保守料金に含まれています。

オンサイト修理保証
専門の技術者がPCの設置場所に訪問し、修
理を実施します。出張費用は保守料金に含ま
れています。

センドバック修理保証
お客様にて、製品を弊社サポートセンターま
でご送付いただきます。弊社にて修理実施後、
製品を宅配便にてご返却いたします。
弊社への送付費用はお客様ご負担となりま
す。ご返却費用は保守料金に含まれています。

安心パックサービス
通常の修理保証メニューに加え

「最 短 当 日 修 理 返却」「初 期 不
良期間内の新品交換サービス」

「サービス加入者専用ダイヤル」
をご提供するサービスです。

破損盗難保証サービス
ご購入時にサービスを選択いた
だくことにより、弊社製のパソコン
本体（標準付属のマウス・キーボー
ドを含む）で、偶発的な破損・損
傷、盗難保証を追加できます。

かぶしきがいしゃ

サーバーに保存したデータを
指定ユーザーにしか見せたくない

※画像はイメージです。

Windows Server 2019
Essentials

インテル® Celeron® プロセッサー
G4930

8GB メモリ
（ECC対応）

1TB ハードディスク
【 RAID 1】1TB (ミラーリング 1TB×2)

インテル® C242
チップセット

250W 電源
（80PLUS® BRONZE）
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期 待 を 超 える
３つのポイント  安心の国内生産で、高品質の製品を素早く納品。

受注生産だから、納得の価格を実現。
※一部モデルは海外製造も行っています。

用途に合わせてぴったりの一台が選べる豊富なブランド、
商品ラインアップ。

カスタマイズであなただけの一台も。

24時間、365日の電話サポート。
72時間以内※の修理完了を目指す。安心のサポート体制です。
※平均時間。状況によっては72時間を超えることもあります。

＋MouseProなら 

▲

1年間無償ピックアップ修理保証 標準付属（最大5年間まで延長可能）

業務アプリケーション毎に
設置されていたPCサーバーを集約

■24時間365日電話サポート対応
土曜日・日曜日・祝日を含む24時間365日、商品についての不具合やご不明な点を下記お電話にてサポートいたします。

0570-783-794

※保証内容の詳細は、弊社Webサイトの各製品の保証とサポートページをご確認ください。

https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/mousepro/

国内生産・国内サポートのビジネスパソコン

ビジネスパソコンカタログ 2021年 7月版

弊社指定の口座に代金をお振り込みいただく方法です。（先払いのみ）
・ ご注文確認メールにてお振り込み口座をご案内いたしますので、電信扱いにてお振
り込みください。・お振り込み確認後、商品の生産を開始させていただきます。
※振り込み手数料はご負担ください。

弊社では教育機関（国公立・学校法人）および官公庁・公共機関からの
ご注文も承っております。
※ご希望の商品が決まりましたら、お問い合わせフォームまたはお電話・FAXにてお見積をご請求ください。手数料を含めた金額をお見積
いたします。お見積内容でよろしければ、メールおよび電話・FAXにてご注文ください。またその際に経理・会計担当の方のご連絡先（電話・
FAX）を必ずお知らせください。追って弊社経理部よりご注文内容・お支払い方法・公費書類についてのご確認をさせていただきます。ご確
認が取れ次第の発注となります。お支払いは納品月末〆、翌月末日振込みとさせていただきます。またサイト手数料として送料を除く商品
全額の3％を別途申し受けます。

商品到着時に代金を宅配便ドライバーへお支払いいただく方法
です。
・商品代金・送料の他に別途代引手数料（荷物1口につき2,200円）を申し受けます。
・ご注文後のキャンセルは一切お受けできませんのでご注意ください。

商品合計金額が65,000円未満または5,000,000円以上の
場合、リースでのお申し込みはお受けできません。

マウスコンピューターが決済代行会社へ外部委託し提供する
後払い決済サービスです。ご利用に際しまして、委託先決済代
行会社の審査が必要になります。
※委託先決済代行会社の審査可決後に、ご注文確定となり生産を開始いたします。
※後払いのご利用手数料としてご購入代金の3.6%を申し受けます。

カタログ記載内容：2021年7月現在

●商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。
●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2021年7月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

製造元：

お取り扱い販売店：

MouseProの安心国内サービス・サポート ■ 導入事例 ・ ソリューション提案事例 ■

沖縄コールセンター

正しく安全にお使いいただくために
ご使用の前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。
間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

お
支
払
方
法

公費支払い

代金引換

銀行振込

リース

後払い
（契約書不要の
スピード掛売決済）

※画像はイメージです。

■キッティングBTOサービス
ご注文いただいたパソコンに対してお客様指定の備品管理シールやHDDデュプリケートなどを代行するサービスです。

■各種保証 ※税込価格です。

※1 ワークステーション専用

※弊社の定めるメンテナンス日を除きます。メンテナンス日は事前にWeb上でご案内いたします。
※ご質問の内容によっては、後日ご返答させていただく場合がございます。

ディスクドライブのディスクドライブの

MousePro SV シリーズは驚くほど安価で簡単に生産性アップ!!

中小企業・SOHOのお悩みを
Windows Server 2019 Essentialsで解決!

アクセスできる

制限

制限

○○
×
×

MousePro-SV260ESシリーズはWindows Server Essentialsを搭載した小型ビジネスサーバーです。全モデルでBTOに対応、CPU・
メモリ・ドライブなど多様なカスタマイズが可能です。用途に合わせて価格や性能を比較、ぜひお客様に最適なモデルをご選択ください。

社内データを一元管理することで社内でのデータ共有がスムーズ
になり、業務効率の向上につながります。
また、アクセス権限の設定によりセキュリティも確保できます。

初導入向けのWindows Server 2019 Essentials でも、複数の
業務アプリケーションを一つのサーバーに集約構築することができ
ます。これにより業務システムごとにPCサーバーを用意する必要
がなくなり、管理を一元化することができます。
※ご利用の際は、アプリケーションの対応OSをご確認ください。

人事
システム

顧客管理
システム

経理
システム

購買
システム

MousePro-SV シリーズ

前面
ホットスワップベイ

横幅210mmのコンパクト設計に
高機能を凝縮

高速通信ギガビット対応LANを
2ポート搭載

210mm 283mm

240mm

※画像はイメージです。

注意 ： 他ドメインコントローラー傘下ではご利用いただけません。

株式会社マウンテンスタジオ 様

市川町立甘地小学校 様

事例 ④

事例 ①

▼全文紹介ページ
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1903/29/news005.html

▼全文紹介ページ
https://www.kknews.co.jp/post_ict/20200302_6b

柏市立手賀東小学校 様事例 ② ▼全文紹介ページ
https://www.kknews.co.jp/post_ict/20190304_10a

MousePro-P116A-EDU
2019年導入

MousePro-P116B-EDU 
2019年導入

文教ＯＳ搭載タブレットＰＣ
「ＭｏｕｓｅＰｒｏ」を
１人１台で活用する

柏市立手賀東小学校 佐和伸明 校長と
プログラミング学習中の生徒たち

■小学校算数でプログラミング
文 教OS搭 載 のタブレットPC「MousePro-
P116A-EDU」17台の活用を開始。佐和校長
は5年生でプログラミングを取り入れた授業
を行った。「まずはやさしいところからやって
みよう」と、正方形をプログラミング。続いて
正三角形、正方形、正五角形、正六角形それぞ
れの辺の数、回す角度、内角の大きさについ
て表にまとめた。「この規則がわかれば正百角
形もプログラミングできるよ」と声をかける
と、何人かの児童が「辺の数」と「回す角度」を
掛けると360 度になることを発見。計算によ
り「正百角形ならば回す角度は3.6度」である
ことを導き出して「正百角形のプログラミン

グ」に多くの児童が成功。「繰り返し」の指示を
すれば辺の数が多い正多角形も描けることを
確認できた。

■日常的な活用に最適
「MousePro-P116A-EDU」については、「机
の上から落としても壊れない頑丈さが良い。
壊れるのが心配でしまいこむ、という状態は
避けたい。多少落としても大丈夫、という安
心感があれば、普通教室での活用も進みや
すい」と評価。学力向上の成果を示すことが
できるよう、R-PDCAサイクル※を意識。「こ
の問題がどれだけできるようになったのか」
について、毎時間データとして蓄積する考え

で、現在準備中だ。次の課題は学校用サーバ
容量の調整になる。現状の学校用サーバは、
1 人１台活用のデータ蓄積を見越していない
ことから、今後の課題であると話した。
※R-PDCA＝Research（実態調査・診断）Plan（企画立案）
Do（実践）Check（成果・結果評価）Action（改善策実施）

導入
機種

DAIV デスクトップPC
2019年導入

MousePro-SV230ESB
2019年導入
※2019年2月販売終了の旧ケース。

「DAIV」導入の決め手は
コストパフォーマンスと
デザイン

株式会社マウンテンスタジオ 統括マネジャー 
佐藤太郎 氏

■「DAIV」導入の経緯
「制作に使うワークステーションの性能は重
要です。多少スペックが低いマシンでも使え
ないことはないのですが、そうすると無意識
的に、そのマシンでストレスなくできることし
かやらなくなってくるんですね。逆に処理性
能が高ければ、新しい手法や表現に挑戦する
こともできるようになります」
－－－ 「DAIV」を購入されたきっかけは？

「一番はコストパフォーマンスです。こちらの
求めるスペックで見積もったときの価格が安
くて助かります。クリエイター向けに構成され
ているので、欲しいスペックに近い構成が最
初から用意されていて、そこからBTOで選べ

るので、欲しいスペックでオーダーできます」
－－－ 「DAIV」を複数購入された理由は？

「見た目が良いことですかね（笑）。クリエイ
ターからすれば、どうしても気になる部分です」

■サーバーでネットワークレンダリング
－－－ サーバーの運用方法は？

「共有しておきたい情報や素材の置き場所と
いうのが1つ。もう1つは『レンダリングマネー
ジャー』としての使用です。3DCGのネット
ワークレンダリングを行うときに、メインのマ
シンからレンダリング用マシンに『データを配
る』『終わったデータを集める』作業を行いま
す。その拠点として使うことを考えています」

▼株式会社マウンテンスタジオ 様 ホームページ
https://www.mountain-st.com/

出典：ITmedia PC USER 2019 年3月29日掲載記事
「映像クリエイター集団はなぜマウスコンピューターの「DAIV」を
選んだのか？」

（https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1903/29/
news005.html）の内容を一部改訂し掲載

導入
機種

普通教室に常設で話し合いが活発に
ＧＩＧＡスクール構想～１人１台ＰＣ
活用に備える~

市川町立甘地小学校 普通教室で
タブレットPC を使ったプレゼンテーションの様子

■いつでも使えて話し合いやすい
普通教室には、8 台のタブレットＰＣをプラス
チックバスケットに入れて常設している。藤原
教諭は ｢タブレットＰＣを渡すと予想以上に児
童は積極的に使っていた。ＰＣを使う場所がＰ
Ｃ室から普通教室に変わり、場所や道具が変
わることで新しいアイデアがどんどん出てく
るなど、今までにない学習が生まれると感じ
た｣と話す。
児童は ｢これまでＰＣ室で行っていた調べ学
習やプレゼン作りを普通教室で行うことがで
きた｣｢休み時間や昼休みなど、いつでも思い
ついたときに修正したり作ったりできて楽し
い｣｢持ち運びしやすいので、見てもらいたい

ときにすぐに見てもらえるから、話し合いがし
やすい｣｢ペンや画面タッチもマウスも両方使
えてみんなで一緒に作業できた｣と話した。教
室に常設すると、主体的・協働的な活動につ
ながりやすいようだ。
千家校長は ｢子供の活動を見ると、教員も活
用イメージが刺激されると感じた。発表用の
プレゼンテーションにインタビューした動画
を入れる、プレ発表では一斉ではなくグルー
プごとに同時発表して本番の準備につなげ
る、感想は紙ではなくタブレットＰＣで同時双
方向に書き込むなど、皆で少しずつアイデア
を積み上げて新しい学習形態の展開を考え
られれば｣と話す。

導入
機種

全てのサーバー機能を
最大限に活用するなら

Windows Server
Standard

※Standardのご利用は別途CALの購入が必要です。

特
長
❷

特
長
❶

特
長
❸

サーバーマネージャー
シンプルで使いやすいダッシュ
ボード型管理画面をWindows 
Server 2019 Standardでも
ご利用いただけます。

データ重複除去機能
サーバー内の保管されてい
るデータ構造から重複してい
る部分をまとめて管理するこ
とが可能です。これにより、ス
トレージの使用領域の効率
をアップできます。

Active Directory
多数のユーザーやアクセスの一元管理を行うことができます。オンプレミス環境の各
ユーザーは、シングルサインオン（SSO）にてアプリケーションやサービスを使用可能に
なります。クラウドサービスでSSOを利用するには、従来からある「Active Directory 
フェデレーションサービス（AD FS）」の他に、クラウドサービスとの連携が強化された

「Azure Active Directory」のサービス※を利用することで実現できます。
※弊社にてサービスの販売は行っておりません。

J-Moss対応

25ユーザーCAL 不要!!
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漫画家　浅野いにお 様事例 ③ ▼全文紹介ページ
https://cgworld.jp/interview/202003-mouse.html

DAIV Z9 series

3DCGをフル活用し、
自由な制作スタイルを実現

漫画家
浅野いにお 氏

■使用しているPC の構成を教えてください
現在使っているPC の構成は、CPU はイン
テル Core i9 シリーズのプロセッサ、GPU
はNVIDIA GeForce RTX 2080、メ モ リは
64GB です。単純なモデリング用途だけでい
えばここまで高スペックな構成である必要は
ありません。ただ、自分の場合、カメラに映る
かどうかわからないものも含めて、シーンに
必要なアセットをとにかくどんどんつくった後
で、UE4 上でロケハンを行うようなイメージ
でスクリーンキャプチャを取りながらアングル
ハントをしています。点数を増やしていけばい
くほど、露骨にビューが重くなるので、GPU は
高スペックなものを選ぶようにしています。

■「DAIV」を選ばれた理由はどういった
ところにあるのでしょうか？
一番の決め手になったのはデザインの良
さですね。あとは他のメーカーと比較し
たときの割安さですね。もっとガチガチの
ワークステーションにしてもよかったんで
すけど、倍くらいの値段になっちゃうので、
まずは『DAIV』で試してみようと考えま
した。やっぱり継続して買うかもしれない
ということを考えると、値段の安さは見て
しまいますね。それで実際に使ってみて
問題がなかったので、PC 台数を増やして
いく時にも『DAIV』で継続しているとい
う感じですね。筐体にキャスターが付いて

いるのも地味に助かります。あと、サポー
トが凄く感じが良かったんです。百回くら
い「安心してください」と言われました( 笑) 
▼浅野いにお 様 Twitter （@asano_inio）
https://twitter.com/asano_inio

導入
機種

MousePro-SV260ESE

データへのアクセス権限をユーザー毎に簡単、自由に設定！ 業務アプリケーションサーバーの構築も可能！ 

共有フォルダ

株式会社マウスコンピューター
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー6階
法人様担当窓口
TEL  ： 03-6833-1041 【受付時間：平日 9時～12時/13時～18時  土日祝 9時～20時】

FAX  ： 03-6739-3821
MAIL： houjin@mouse-jp.co.jp

増設・交換が簡単！！増設・交換が簡単！！



※ディスプレイはオプションです。 ※画像はイメージです。 ※ディスプレイはオプションです。 ※画像はイメージです。

※ディスプレイはオプションです。 ※画像はイメージです。※ディスプレイはオプションです。 ※画像はイメージです。
※1 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。無線LANを5GHz帯で使用する場合は、屋外でご利用できません。

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Celeron® プロセッサー 
4205U

4GB メモリ

64GB SSD

インテル® UHD グラフィックス
610

インテル® Wi-Fi 6 AX200 
(最大2.4Gbps/ 802.11ax/ac/a/b/g/n)※1

+ Bluetooth 5

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Core™ i5-10400
プロセッサー

8GB メモリ

256GB M.2 SSD

インテル® UHD グラフィックス
630

300W 電源
（80PLUS® BRONZE）

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Core™ i7-10700
プロセッサー 

16GB メモリ

256GB M.2 SSD（NVMe）

NVIDIA® Quadro® P2200
（5GB）

500W 電源
（80PLUS® BRONZE）

Windows 10 Pro for Workstations 
64ビット

インテル® Xeon® Silver 4216
プロセッサー

16GB ECC Registered 対応
メモリ

512GB M.2 SSD（NVMe）

NVIDIA® Quadro RTX™ 4000
（8GB）

1000W 電源
（80PLUS® PLATINUM）

※画像はイメージです。

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Celeron® プロセッサー 
4205U

8GB メモリ

256GB M.2 SSD（NVMe）

インテル® UHD グラフィックス
610

バッテリー動作時間
約11時間

※JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサー 

インテル® Core™ i5-10210U
プロセッサー 

8GB メモリ

8GB メモリ

256GB M.2 SSD（NVMe）

256GB SSD

インテル® 統合グラフィックス
※メモリ 8GB搭載時：インテル® UHD グラフィックス
16GB以上搭載時：インテル® Iris® Xe グラフィックス

インテル® UHD グラフィックス

バッテリー動作時間
約20時間

※JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間

バッテリー動作時間
約7.5時間

※JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間

MousePro-NB520H
MousePro-NB5 シリーズ

用途に合わせてCPUを選択可能

用途に合わせてCPUを選択可能

先進の「Wi-Fi 6」を選択可能で
大容量データ・端末多数でも高速通信

DVDスーパーマルチドライブ標準搭載
光学ドライブ非搭載も選択可能

MousePro-M600CV

MousePro-S220S

MousePro-M シリーズ

MousePro-S シリーズ

場所を取らない薄型の筐体に
VESAマウントを標準付属

設置場所を選ばない省スペース設計の
スリムボディPC

用途に合わせてCPUや
グラフィックスカードを選択可能

MousePro-T330XQP22

MousePro-W996SQR

MousePro-T シリーズ

MousePro-W9 シリーズ
拡張性が高くコストパフォーマンスに
優れた高性能ワークステーション

用途に合わせて最新インテル® Xeon®

プロセッサーやグラフィックスカードを
選択可能

150mm

99mm 525.3mm

28mm

328mm 193mm

194mm

290mm

424mm

約620g

※液晶ディスプレイの構造により、設置できない場合がございます。

MousePro-NB420H
MousePro-NB4 シリーズ

MousePro-NB2 シリーズ
MousePro-NB200 インテル® Celeron® プロセッサー搭載

最大180°液晶開閉角
使いやすさが向上

長時間の会議や外出先で便利な
最大約11時間駆動可能なバッテリー

コンパクトなボディに優れた拡張性を
持つミニタワーPC

用途に合わせてCPUや グラフィックス
カードを選択可能

175mm 387mm

367mm

用途に合わせてCPUを選択可能

先進の「Wi-Fi 6」対応で
大容量データ・端末多数でも高速通信
※ 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※ 無線LANを5GHz帯で使用する場合は、屋外でご利用できません。

※破損・故障しないことを保証するものではありません。

※ 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※ 無線LANを5GHz帯で使用する場合は、屋外でご利用できません。

MIL規格（MIL-STD-810G）に準拠した
テストにおいて10項目をクリア

販売終了

15.6型
ノングレア

1,920×1,080 

14.0型
ノングレア

1,920×1,080

14.0型
ノングレア

1,920×1,080 

10.1型
グレア

1,280×800 

11.6型
グレア

1,366×768 

マ
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校
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マウス小学校に往訪しに来た
法人営業部の山本さん

GIGAスクール
構想にも
MousePro!

文教向けモデルは、マイクロソフトの学校教育割引ライセンス適用により、
お得な価格で製品を提供することができます。

詳しくはこちら

▲

https://www.mouse-jp.co.jp/store/business/education.aspx

MousePro-P101A0 MousePro-P116B2

 ・5年間保証 ・破損盗難保証サービス ・バッテリー交換サービス＋有償オプションで選択可能  ・3年間保証 ・LTE対応モデル ・破損盗難保証サービス＋有償オプションで選択可能

※画像・価格はイメージです。実際のお見積りとは異なる場合がございます。

※別途送料を承ります。

GIGAスクール
構想におすすめは
ありますか？

例えばこちらは
いかがでしょうか！？

今日は来校して
いただき

ありがとう
ございます!

こちらこそ
ありがとう
ございます!

文部科学省から
「GIGAスクール構想の実現」

という指針が出たので

我が校でもパソコン機材を
準備したいのですが……

通常モデル小計：1,351．7万円（送料別・税込）
文教モデル価格
小計：1,232.0万円（送料別・税込）

● 通常モデル MousePro-P116B2

1台 42,240円(送料別・税込)
● 文教モデル MousePro-P116B-EDU 

1台 38,500円(送料別・税込)
通常モデル小計：1,182.7万円（送料別・税込）
文教モデル価格
小計：1,020.8万円（送料別・税込）

● 通常モデル MousePro-P101A0

1台 36,960円(送料別・税込)
● 文教モデル MousePro-P101A-EDU

1台 31,900円(送料別・税込)

8クラス（1クラス40人 合計320台）導入時 8クラス（1クラス40人 合計320台）導入時

学校教育割引ライセンス適用  文教モデルもございます

学校教育割引ライセンス適用  文教モデルもございます

LTE
モデル

選択可能

LTE
モデル

選択可能

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Celeron® プロセッサー
N4000 

4GB メモリ

64GB eMMC

インテル® UHD グラフィックス
600

バッテリー動作時間
約12時間

※JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

Windows 10 Pro 64ビット

インテル® Celeron® プロセッサー 
N4100 

4GB メモリ

64GB eMMC

インテル® UHD グラフィックス
600

バッテリー動作時間
約10.6時間

※JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間

MousePro-P116B2

MousePro-P116 シリーズ
インテル® Celeron® プロセッサー搭載

MousePro-P101 シリーズ
MousePro-P101A0 インテル® Celeron® プロセッサー搭載

手書きでの記入・お絵かき自由自在
※ スタイラスペンはカスタマイズオプションです

高さ約75cmからの落下衝撃耐性
防塵を兼ね備えた堅強なボディ
※ 落下衝撃耐性はJIS規格準拠の弊社試験による評価 ※ 防塵はIP5X準拠となります
※防滴はIPX2準拠(キーボード部分のみ)となります

高さ約76cmからの落下衝撃耐性
防塵・防滴で屋外学習でも安心
※ MIL規格準拠の落下テストをクリア
※ 防塵・防滴はIP54準拠となります（本体部のみ）

漢字の書き取りや英語のスペルも自由に
書き込みできるスタイラスペン付属

防塵・防滴

落下衝撃耐性

防塵・防滴

落下衝撃耐性

LTE
モデル

選択可能


