
ニュースリリース

MousePro、Windows® 7 Professional を採用、1.80GHz デュアルコアCPU を搭載した
 VESA マウントキット標準付属のウルトラコンパクトPC を 3万円台から発売開始！

～ 超小型サイズと高性能カスタマイズ対応により多様なビジネスシーンで活躍 ～

2013.07.02

MousePro M シリーズ

※ 画像はイメージです。ディスプレイはセットモデルのみ付属します。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、法人専用パソコンブランド「MousePro（呼称：マウスプロ）」で、Windows® 7

Professional を採用、1.80GHz デュアルコアCPU を搭載した、VESA マウントキット標準付属のウルトラコンパクトPC を 3万円台から発売開始いたします。

2013年 7月 2日 15時より、マウスコンピューターウェブサイト、マウスコンピューターダイレクトショップ、マウスコンピューター電話通販窓口にて発売を開始いたします。

今後もマウスコンピューターは、法人のお客様に最適仕様のパソコン、法人用途を意識した耐久品質、万全のサービス・サポートを提供し、お客様の多様なニーズにお応えする製品を提

供いたします。
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https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2013/images/0702-mousepro01-l.jpg


新製品の概要

1.80GHz のデュアルコア CPU を採用、旧製品の 1.10GHz から大幅に性能向上を果たし、一般業務用途において、さらなる快適性を実現しました。VESA マウントキットは従来通りに標準

で付属、液晶ディスプレイの背面へ設置することで、一体型パソコンに匹敵する省スペース化が可能です。また、店頭や公共施設でのインフォメーション端末としても最適です。最大 8GB の

メモリや大容量 SSD のカスタマイズにも対応、お客様の用途に最適な一台を抜群のコストパフォーマンスでご提供いたします。

MousePro-M372E-0702 （ダイレクト限定モデル） は、インテル® NM70 Express チップセットを採用、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット、インテル® Celeron® プロセッサー

1037U、4GBメモリ、320GB ハードディスク を搭載して 3万9,900円（税込）でご提供いたします。
 

フルHD 対応 21.5型ワイドLED 液晶ディスプレイセットモデルは、5万2,500円（税込）でご提供いたします。

MousePro-M372ES-0702 （ダイレクト限定モデル） は、インテル® NM70 Express チップセットを採用、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット、インテル® Celeron® プロセッサー

1037U、4GBメモリ、120GB SSD（Samsung 840） を搭載して 4万4,940円（税込）でご提供いたします。

※ 全モデルで最新の Windows 8 Pro もご選択いただけます。

※ 全モデルに 1年間無償ピックアップ保証・24時間 365日電話サポート が付属しています。
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法人のお客様に最適な、最大 3 年間の延長保証と 24 時間 365 日電話サポート

MousePro のウルトラコンパクトPC 製品は最大 3 年間の延長保証に対応、長期延長保証を可能にする高品質な PC の国内生産体制があります。MousePro 製品は通常の品質検査に加

え、高温環境下での連続稼働検査などを行い、ご導入後の不具合削減を目指し徹底した品質検査を実施しています。また、休日や深夜の突然のトラブル発生時にも安心な、24 時間 365 日

の電話サポート体制を自社運営の国内コールセンターにて実現しています。問題解決率の高さで多くのお客様に良い評価をいただいており、保証メニューと併せて法人のお客様が安心して

ご購入いただける充実したサポートをご提供しています。

MousePro ウェブサイト

新製品の詳細スペック

https://www-test.mouse-jp.co.jp/business/


製品型番 MousePro-M372E-0702 MousePro-M372EV-P22L-0702 MousePro-M372ES-0702

OS Windows® 7 Professional 64ビット

プロセッサー インテル® Celeron® 1037U プロセッサー ( 2コア / 1.80GHz )

グラフィックス / 外部出力ポート インテル® HD グラフィックス / HDMI×1、D-Sub×1

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-12800 (4GB×1 / 最大8GB)

SSD - 120GB (Samsung 840 シリーズ)

ハードディスク 320GB (SerialATA II / 5400rpm) -

チップセット インテル® HM70 Express チップセット

光学ドライブ -

サウンド / 入出力ポート ハイ・ディニション オーディオ / ライン入力 ( 背面×1 )、ライン出力 ( 背面×1 )

ネットワーク

ギガビット対応LANポート×1

無線LAN ( IEEE802.11 b/g/n 対応 )

USBポート USB3.0ポート×1 ( 前面×1 )、USB2.0ポート×3 ( 前面×1、背面×2 )

入力装置 USBキーボード、USB光学式マウス

電源 AC100V ( ACアダプタ経由 / 65W )

サイズ 26 (幅) ×154 (奥行き) ×173 (高さ) mm / 73 (幅) ×154 (奥行き) ×197 (高さ) mm ( スタンド装着時 )

重量 約 640g / 約 800g ( スタンド装着時 )

保証 1年間無償保証 ( ピックアップ方式 )

付属品 VESA マウントキット ( 75mm、100mm 規格対応 )

液晶ディスプレイ 別売り ( カスタマイズ選択可能 )
フルHD 対応 21.5型液晶ディスプレイ ( 1,920×1,080 / LED

バックライト / 非光沢パネル ) iiyama E2278HD-GB2
別売り ( カスタマイズ選択可能 )

価格
3万9,900円（税込）

 
※ダイレクト限定価格

5万2,500円（税込）
 

※ダイレクト限定価格

4万4,940円（税込）
 

※ダイレクト限定価格

※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

※ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

※ 記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

※ 画像はイメージです。
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