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マウスコンピューター、カゲロウプロジェクトモデルの
10.1型Windows搭載タブレット「カゲロウプロジェクトタブレット」を発表！
～ 創作活動の第一歩を応援するOfficeテンプレートや、オリジナルリミックス楽曲などの様々な特典が付属 ～

2014.05.30

マウスコンピューターTOP > カゲロウプロジェクトモデルの10.1型Windows搭…
Like 0 ツイート 0

カゲロウプロジェクトタブレット

「LP-KP101W8-A」

※ 画像はイラストはめ込みイメージです。実際の色合い・形状は多少異なる場合がございます。

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）は、楽曲（歌詞・PV）、小説、マンガ、アニメなどクロスメディアで
展開される大人気コンテンツ「カゲロウプロジェクト」モデルの10.1型Windows 8.1搭載タブレット「カゲロウプロジェクトタブレット：LP-

KP101W8-A」を発表します。

本製品は、クリエイターを目指す方々の創作活動の第一歩を応援する「日本マイクロソフト×カゲロウプロジェクト『My first Tablet』キャンペーン」
の一環で発売となります。

また本製品には、Officeテンプレートや、オリジナルリミックス楽曲などの様々な特典が付属します。

「カゲロウプロジェクトタブレット：LP-KP101W8-A」の製品仕様として、インテル® Celeron® プロセッサー N2807、2GBメモリ、64GB eMMC、
インテル® HDグラフィックス、10.1型グレア液晶ディスプレイ（1,280x800 / 10点マルチタッチ対応）、IEEE802.11 b/g/n 対応無線LAN、Bluetooth®

V4.0 + LE、Bluetooth®キーボード、Windows 8.1、Microsoft® Office Home and Business 2013をプリインストールしています。

販売価格は5万9800円（税別）となります。

本製品はマウスコンピューターホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、株式会社ビックカメラ、株式会社コジマ、株式会社ソフマ
ップの各WEBショップ、および取り扱い各店にて行います。

販売開始時期については、「カゲロウプロジェクトタブレット」特設ページにてご案内いたします。

今後もマウスコンピューターでは、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けます。

新製品の主なスペック

製品名 OS ソフトウェア CPU グラフィック
ス

メモリ ストレージ ディスプレイ 無線通信 価格
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Windows 8.1  
64ビット

Microsoft®
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インテル® HD 
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ス
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DDR3L
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10.1型液晶デ
ィスプレイ
（10点マルチ
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V4.0

5万9,800円
（税別）

マウスコンピューター「カゲロウプロジェクトタブレット」特設ページ

ビックカメラ.com「カゲロウプロジェクトタブレット」製品ページ

コジマネット「カゲロウプロジェクトタブレット」製品ページ

ソフマップ・ドットコム「カゲロウプロジェクトタブレット」製品ページ

「日本マイクロソフト×カゲロウプロジェクト『My First Tablet』キャンペーン」とは

マイクロソフトのデバイスとサービスを活用した創作活動を行っている「カゲロウプロジェクト」とのコラボレーションにより、クリエイターを目指
す若年層の創作活動の第一歩を応援するキャンペーンです。「創作活動は自由なものであること、今度は作品を楽しむ側から創作し発信する側へチャ
レンジしてもらいたい」というカゲロウプロジェクトの意向と、日本マイクロソフトが考えていた創作活動のプラットフォームとしてWindowsをもっ
と活用いただきたいと考えていたことと合致し、今回日本マイクロソフトとカゲロウプロジェクトが一緒にクリエイターを目指す若者たちへメッセー
ジする企画に取り組むことになりました。

URL：(http://aka.ms/mskagepro)

カゲロウプロジェクトとは

「カゲロウプロジェクト」とは、音楽家・小説家の顔を持つマルチクリエイター”じん”が2011年に動画投稿サイトで楽曲「人造エネミー」を公開し始
まったストーリー性の高いマルチメディアミックスプロジェクトです。様々なキャラクターたちが不思議な「目」にまつわる能力を手にし、事件を解
決し自らにまつわる謎を解く群像劇であり、音楽や小説、漫画等の様々なメディアで物語の全容がわかっていくという新しいメディアミックスの形態
をしています。小学生、中学生、高校生等の若年層に絶大な支持を得ており、関連動画再生数が2,500万再生を超え、ニコニコ動画でのファン投稿動
画数は15,000動画以上、Pixiv等の二次創作サイトでも80,000件を超える投稿数を誇ります。2012年5月に待望ファーストアルバム「メカクシティデイ
ズ」が発売され、オリコンウィークリー初登場6位を記録、続くファーストシングル「チルドレンレコード」はオリコンウィークリー初登場3位を記録
し「第27回日本ゴールドディスク大賞」ベスト5ニュー・アーティストを受賞、更に2013年5月29日に発売されたセカンドアルバム「メカクシティレ
コーズ」はオリコンウィークリー初登場1位を記録しました。小説・コミックス・ムック等関連書籍においては累計550万部を突破したほか、2014年4

月よりアニメ「メカクシティアクターズ」の放送がスタートする等、数々の記録を打ち立てています。

カゲロウプロジェクトモデルについて

ニコニコ動画、Pixivなど、カゲロウプロジェクトは多くのクリエイターに絶大な支持を受けています。今回我々は、音楽、イラストの創作、もちろん
創作物の閲覧に至るまで、クリエイターを目指す皆さんが携帯しやすく、かつ作業もできるWindowsタブレットを活用いただきたいという思いから、
このカゲロウプロジェクトタブレットを企画しました。

カゲロウプロジェクト公式WEBサイト(http://mekakushidan.com/)

Bluetooth®キーボード microUSB 2.0入力端子

Microsoft® Office 2013 Excel：ノベル制作管理シート Microsoft Office 2013 Word：文庫版ノベル制作テンプレート

ロゴシールデザイン 貼りつけ例

新製品概要

高い描画性能と処理能力により快適な環境を実現

10.1型の携帯しやすいタブレットに、インテル® HDグラフィックスによる高い描画性能を備えたインテル® Celeron® プロセッサー N2807を採用。
1.58GHz駆動のデュアルコアにより、音楽やイラストの創作、創作物の閲覧に至るまで、クリエイターを目指す方々が携帯しやすく、かつ作業もでき
る快適な環境を提供します。

カゲロウプロジェクトを象徴するデザインを採用

カゲロウプロジェクトの世界観を持ちつつも、キャラクターではなく、楽曲「ヘッドフォンアクター」の中に出てくるモチーフを採用。  

外出先での使用にも適したデザインとなっています。

カゲロウプロジェクトタブレット背面デザイン

Bluetooth®キーボードが付属

タブレットを立てかけて使用可能なBluetooth®キーボードが標準で付属します。これにより、タブレットスタイルは勿論のこと、ノートパソコンのよ
うなスタイルでも使用可能です。また、キーボードにはmicroUSB 2.0入力端子を備えています。

Bluetooth®キーボード使用イメージ

創作活動の第一歩を応援するOfficeテンプレートが付属

本タブレットを起点に実際に創作をしてほしいという思いを込めて、創作活動の一歩となるようなテンプレートがインストールされています。

【Microsoft® Office 2013 Excel：ノベル制作管理シート】 

小説を制作するにあたり、書き終えるまでのスケジュール管理や、思いついたアイディアの整理など、必要となる要素を詰め込んだ管理シートです。
また、舞台設定や登場人物のメモ、各章立ての設定なども管理いただける仕様になっています。

【Microsoft Office 2013 Word：文庫版ノベル制作テンプレート】 

設定やスケジュールなど小説を創作するにあたっての準備が終わったら実際に書いてみましょう。当テンプレートの設定は文庫ノベルを制作している
イメージで設定されています。

【Microsoft Office 2013 PowerPoint ：カゲロウプロジェクトテンプレート】 

小説を書き終えたら作品を紹介する資料を作ってみましょう。当テンプレートはカゲロウプロジェクトの特別デザインとなっています。

Microsoft Office 2013 PowerPoint：カゲロウプロジェクトテンプレート

オリジナルリミックス楽曲が付属

カゲロウプロジェクトタブレットのプロモーションムービー用にリミックスされた「少年ブレイヴ -MS × KAGE PRO -ESME remix-」が付属します。

【少年ブレイヴ -MS × KAGE PRO -ESME remix-について】 

クリエイションは自由です。カゲロウプロジェクトは多くのクリエイターの方々によって生まれました。私たちはこれからも様々な作品がクリエイタ
ーの方の自由な発想から生まれて欲しいと思っています。そんなクリエイターの方の一歩を応援したい。そのような気持ちから、少年ブレイヴという
勇気の曲を選びました。この曲で勇気ある一歩を後押しできれば幸いです。

＜カゲロウプロジェクトタブレットのプロモーションムービー公開ページ＞
http://aka.ms/mouse

クリエイターを応援することをコンセプトとしたA5クリアファイルが2種類付属

【しづの線画クリアファイル】
表面を彩色後の、裏面を彩色前の線画デザインを施したクリアファイルとなります。クリエイターを応援するカゲロウプロジェクトタブレットのコン
セプトである創作活動の自由をクリアファイルに表現しました。

【Windowsの世界観クリアファイル】 

Windowsスタート画面とカゲロウプロジェクトのキャラクターの同調を表現したクリアファイルとなります。クリエイター向けとして、各キャラクタ
ーのテーマカラーに沿った色設定も一目でわかります。

左：しづさんの線画クリアファイル / 右：Windowsの世界観クリアファイル

タブレットへ貼りつけ可能なロゴシールが付属

カゲロウプロジェクトのロゴをデザインした、貼り替え可能なシールが付属します。
非接触型のシールとなるため、何度も貼り替えが可能です。お好みに応じて、自由にロゴを配置してください。

エネカモフラUSBメモリカード（8GB）が付属

カゲロウプロジェクトに登場するヒロイン「エネ」のカモフラ柄を全面にデザインしたUSBメモリカード（8GB）が付属します。みなさんの作品をエ
ネに入れて持ち歩けます。

エネカモフラUSBメモリカード（8GB）デザイン

24 時間 365 日無償電話サポートで安心をフルサポート

ご購入から1年間の間、無償修理保証と24時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客様のパソコンのある生活をマウスコ
ンピューターは万全な体制でバックアップします。
（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

製品詳細

製品型番 LP-KP101W8-A

OS Windows 8.1 64ビット

ソフトウェア Microsoft® Office Home and Business 2013

CPU インテル® Celeron® プロセッサー N2807 (2コア/1.58GHz/1MBキャッシュ)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス

メモリ 2GB DDR3L (オンボード/最大2GB)

ストレージ 64GB eMMC

カードリーダー micro SD (SDHC/SDXC対応)

センサー 環境光センサー、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロスコープ

ディスプレイ 10.1型液晶ディスプレイ（10点マルチタッチ対応 / 1280ｘ800）

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

Webカメラ 前面：100万画素 背面：500万画素

無線 IEEE802.11 b/g/n 対応 ・ Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

センサー 環境光センサー、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロスコープ

その他
Bluetooth®キーボード、充電用USBケーブル

microUSB 2.0 (左側面×1)、ヘッドフォンマイク端子 (左側面×1)、Micro HDMI (左側面×1)、DC-IN (左側面×1)

電源 内蔵リチウムポリマーバッテリーまたはAC100V （ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力5V DC10W） 

動作時間 約4.5時間 

重量 約0.69kg

本体寸法 258(幅) x 172.6(奥行き) x 10.9(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 59,800円（税別）

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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