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MousePro、ゲーム機器やPOS、コールセンターなどの特定業務用端末に最適な、 
最新の組み込み向け OS 「Windows Embedded 8.1 Industry Pro」 を取扱開始！

～ 特定の業務利用に最適なライセンス形態とロックダウン機能を特長とする、最新の組み込み向けOS  ～
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マウスコンピューターTOP > MousePro、ゲーム機器やPOS、コールセンター…
Like 0 ツイート 0

MousePro M-EMBD シリーズ ※液晶ディスプレイはオプション

※ 画像はイメージです。

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、ゲーム機器やPOS、コールセンターなどの特定業務用端末に最適な、最新の組み込み向けOS 「Windows

Embedded 8.1 Industry Pro」 の取り扱いを開始しました。

プリインストール製品として、インテル® Core™ i3-3227U プロセッサーを搭載、液晶ディスプレイの背面へVESAマウント設置可能な、本体約 660g

の超小型PCを 79,800円（税込・送料別）で発売開始いたします。

2014年2月27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。

新製品の概要

教育機関向けの学習専用端末、アミューズメント向けのゲーム専用端末、店舗向けのPOSやサイネージ専用端末、コールセンター専用端末など、特定
業務専用の利用に最適なライセンス形態とロックダウン機能を特長とする、最新の組み込み向けOS「Windows Embedded 8.1 Industry Pro」の取り扱
いを開始しました。

専用端末としての導入・運用にあたり、再起動時にセットアップ状態（初期設定状態）に復元したい場合、またウイルスやデータ流出対策の面から意
図しない USBデバイスを制限したい場合など、汎用PCを利用する際は専用のアプリケーションを別途用意する必要がありましたが、Windows

Embedded 8.1 Industry Pro では、これらの機能に加え、タッチジェスチャやキーボード入力など、様々な利用制限機能が標準で搭載されており、追
加アプリケーションの購入・動作検証・セットアップ費用など、準備期間も含めたコスト削減に繋がります。

Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64ビット プリインストール製品 MousePro-M385B-EMBD は、インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー、4GB

メモリ、320GB HDD を搭載して 7万9,800円（税込）でご提供いたします。液晶ディスプレイの背面へVESAマウント設置可能な、本体約 660gの超
小型PCで、最大 8GBの大容量メモリや各種SSD・HDDのカスタマイズに対応し、お客様の業務用途に最適な仕様を、抜群のコストパフォーマンスで
実現します。標準で 1年間の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。

※ 製品及び同一型番部品の長期供給は保証しておりません。
※ 組み込み系ソリューションに対するサービス提供（技術仕様や各種サポート等）はいたしません。

Windows 8.1 Pro の全ての機能を利用可能な Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Windows Embedded 8.1 Industry Pro は、最新の Windows 8.1 Pro の全ての機能に加え、業務用デバイスに求められる柔軟性と、利便性と信頼性に優
れたロックダウン機能を提供します。

最新の Windows 8.1 の優れたパフォーマンスやセキュリティ、高い互換性や豊富な対応周辺デバイス、これらの恩恵を最大限に享受できる、最新の
組み込みシステム向けオペレーティングシステムです。Windows 8.1 はタッチデバイスに最適化されており、POSや双方向情報端末としての親和性が
高く、一般的な Windows 互換周辺機器とのプラグアンドプレイ接続に対応しているため、トータルシステムの構築を極めて容易かつ低コストで実現
できます。また、Visual Studio に代表される完成度の高い純正開発環境と豊富なドキュメントを利用できることにより、アプリケーション開発期間の
大幅な短縮と低コスト化も実現します。

Windows Embedded 8.1 Industry Pro 製品は、ボリューム ライセンス プログラムを利用することで、エンタープライズ専用機能を追加して使用する
こともできます。DirectAccess、BranchCache、Enterprise Sideloading、AppLocker などのエンタープライズ機能は、業務用デバイスの制御性をより
向上させ、生産性や効率に優れた管理・運用のシナリオ構築を可能にします。

【 GUI管理画面 「Embedded Lockdown Manager」 で設定可能なロックダウン機能 】 
Unified Write Filter 
システム上の全ての HDD領域や指定したファイル、レジストリを保護、再起動時に稼働中の全ての変更を元通りにします。

Keyboard Filter 
指定したキーボード入力を制限することができます。（例えば、Ctrl + Alt + Delete キーの同時入力など）

Dialog Filter 
OSやアプリケーションからのメッセージやエラーなど、意図しないダイアログ表示を抑制します。

【 Windows Embedded 8.1 Industry Pro にて、追加及び強化されたロックダウン機能 】 
USB Filter 
指定した特定のUSBデバイスのみを使用可能に設定、もしくは全ての USBデバイスを使用不可に設定できます。

Gesture Filter 
Windows 8.1 の特長であるタッチジェスチャ機能について、指定した動作を制限することができます。（例えば、右側面からのチャーム表示など）

APP Launcher 
デバイスの起動時に特定のストアアプリを起動させることや、スタート画面の非表示設定ができます。

法人のお客様専用のPCブランド MousePro の品質追求と充実サポート

MousePro製品は、シリーズにより 3年間または 5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。

中小企業様を中心に年間1万社以上、700校以上の教育機関への MousePro 導入実績

マウスコンピューターは、日本における BTO（ Built To Order = 受注生産）パソコンメーカーの先駆けとして、創業時から、お客様一人ひとりのご希
望に合わせてカスタマイズしたパソコンを生産・販売してきました。当初から国内生産にこだわり、日本ならではの「モノづくりのココロ」によって
製品一台一台に高い品質を実現、個人から法人まで多数のお客様に厚い信頼をいただき、ご愛用いただいています。特に法人専用ブランドである
MousePro では、企業や教育機関、官公庁など法人のお客様に、さまざまなITソリューションをご提案、中小企業様を中心に年間1万社以上の導入実
績があり、700校以上の教育機関にもご導入いただいています。

MousePro ウェブサイト

MousePro 特定業務用端末特設ページ

新製品の詳細スペック

製品型番 MousePro-M385B-EMBD

OS Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー ( 2コア / 1.90GHz / HT対応 )

チップセット インテル® HM76 Express チップセット

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

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

光学ドライブ 非搭載

カードリーダー マルチカードリーダー [ 対応メディア：SDメモリーカード ( SDXC, SDHC 含む ) / マルチメディアカード ]

グラフィックス / 
出力ポート

インテル® HD グラフィックス 4000 / 
HDMIポート×1、D-SUBポート×1

液晶
ディスプレイ

オプション ※BTO選択可能

サウンド / 
入出力ポート

ハイ・ディニション・オーディオ / 
ヘッドフォン ( 前面×1 )、マイク ( 前面×1 )、ライン入出力・マイク入力 ( 背面各×1 )、その他スピーカー出力

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 ( 背面×2 )、USB2.0ポート ( 前面×4 )

入力装置 オプション ※BTO選択可能

電源 AC100V ( 65W ACアダプタ経由 )

サイズ
26 (幅) ×151 (奥行き) ×195 (高さ) mm /  

72 (幅) ×151 (奥行き) ×218 (高さ) mm (スタンド装着時)

重量 約660g / 約880g ( スタンド装着時 )

保証期間 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 )

Office オプション ( カスタマイズ選択可能 )

価格 7万9,800円（税込）

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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