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MousePro、AMD FirePro™ W9100 搭載ワークステーションの製品化を決定！ 
4月15日より、実導入に向けた評価用サンプル機材貸出しサービスの受付を開始！

～ 16GBの大容量VRAMと超高性能GPUが実現する、プロフェッショナル4Kワークフローへの対応 ～
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マウスコンピューターTOP > MousePro、AMD FirePro W9100 搭載ワークステ…
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MousePro W シリーズ AMD FirePro™ W9100

※ 画像はイメージです。※液晶ディスプレイはオプションです。

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、4月7日にAMD社より発表された、最新のハイエンドプロフェッショナルグラフィックス AMD FirePro™

W9100 を搭載したワークステーションの製品化を決定いたしました。AMD社との強力なパートナーシップにより、日本国内で最も早く、搭載製品の
出荷を開始※1いたします。また、実際の導入に向けた評価用サンプル機材のお貸出しサービス※2を 4月15日より受付開始いたします。

AMD FirePro™ W9100 は、16GBもの超高速 GDDR5メモリに 320GB/秒の帯域幅を持ち、大容量の 4Kファイルをメモリ上に展開できることで、4K

編集時に極めて快適な描画レスポンスを実現します。さらに、最新の OpenCL 2.0 をサポートすることで、多くの映像編集系ソフトウェアの高負荷動
作をより短時間で実行可能になります。また、6系統のMini DisplayPort出力により、最大 6台の 4K2Kディスプレイをサポート、費用対効果に優れた
4Kワークフロー環境の構築を支援します。

※1 初回出荷は 2014年夏頃を予定しております。 
※2 お貸出しサービスのご提供には条件がございます。詳しくは後述をご覧ください。

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。

評価用サンプル機材のお貸出しサービスについて

サービスのご利用に際し、下記内容をご提出いただく必要がございます。
① 導入予定の案件概要（導入予定構成、導入予定台数、導入予定時期、想定用途など） 

② 導入可否を決定する評価内容及び基準結果、それらを含む評価結果レポート※1 

③ サンプル機材の返却発送日を含む評価日程※2

※1 評価結果レポートは公開可能な範囲内で結構です。また、企業が特定されない一般的な内容の場合、当社Webサイトへの掲載許可をお願いする場合がございます。
※2 受付後に検証構成を確定、生産及び出荷を行うため、またサービスの混雑状況により、ご納期は変動いたします。

構成可能な参考仕様

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620v2（2CPU）、32GB ECC対応メモリ、256GB SSD、3TB HDD、AMD FirePro™ W9100 を搭載する
MousePro-W720DF9HS

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620v2（2CPU）、64GB ECC対応メモリ、512GB（256GB×2） SSD、6TB（3TB×2） HDD、AMD FirePro™

W9100 を搭載する MousePro-W720DF9HX

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690v2（2CPU）、128GB ECC対応メモリ、1024GB（512GB×2） SSD、10TB（5TB×2） HDD、AMD

FirePro™ W9100 を搭載する MousePro-W720DF9HXF
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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。

MousePro ウェブサイト

MousePro W シリーズ 製品ページ

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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