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MousePro、Windows® 7 Professional を採用、本体約 660gでSSDや大容量メモリ対応の 
超小型PCを第 4 世代 Core™ i3 CPUを搭載してリニューアル、5万円台から発売開始！

～ 作業環境と業務効率を改善する超小型サイズと CPU性能はそのままに、さらに省エネ性能が向上！ ～
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マウスコンピューターTOP > MousePro、Windows® 7 Professional を採用、本…
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MousePro M シリーズ VESAマウント設置イメージ

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、VESAマウントキットを標準付属する、本体約 660gの超小型デスクトッ
プPC 「MousePro Mシリーズ」 を第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載してリニューアル、5万円台から発売開始いたします。

2014年9月16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、最新のテクノロジーを搭載した製品を、法人用途を意識した耐久品質で、万全のサービス＆サポートと併せてご提供
し、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

新製品の概要

横幅 26mm、本体約 660gの超小型サイズに、第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサーと Windows® 7 Professional を組み合わせたことで、多く
の法人のお客様にご支持をいただく 「MousePro Mシリーズ」 を、より省エネ性能に優れた、第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載し
てリニューアルいたしました。オフィスの省エネや作業環境改善を目的とした業務用端末のリプレース、店頭や公共スペース（室内）でのコンテンツ
再生を想定した省エネ型サイネージ端末としての利用に、より最適な製品へ進化いたしました。従来通り、生産性向上の要である SSDは豊富なライ
ンアップから選択可能で、お客様のご予算とご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-M470B-1409 （ダイレクト限定モデル） は、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット、インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー、
4GBメモリ、320GB HDD、インテル® HDグラフィックス 4400 を搭載して 5万9,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-M470BS-1409 （ダイレクト限定モデル） は、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット、インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー、
4GBメモリ、128GB SSD、インテル® HDグラフィックス 4400 を搭載して 6万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-M470B-P23L-1409 （ダイレクト限定モデル） は、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット、インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ
ー、4GBメモリ、320GB HDD、インテル® HDグラフィックス 4400 を搭載、フルHD対応23型ワイドLED-IPS液晶ディスプレイ（iiyama ProLite

XU2390HS-B1） をセットにして 7万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

※ 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いたします。
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新製品の仕様詳細

製品型番 MousePro-M470B-1409 MousePro-M470BS-1409 MousePro-M470B-P23L-1409

OS Windows® 7 Professional with SP1 64ビット

CPU インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー 
( 2コア / 1.70GHz / HT対応 )

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

SSD / HDD 320GB HDD 128GB SSD 320GB HDD

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 ］

GPU / 
外部出力ポート

インテル® HD グラフィックス 4400 
HDMIポート×1、D-SUBポート×1

ディスプレイ オプション ( カスタマイズ選択可能 )
23型ワイドIPS液晶ディスプレイ 

( 1,920×1,080 / ノングレア ) 
iiyama ProLite XU2390HS-B1

サウンド / 
入出力ポート

ハイ・ディフィニション オーディオ / ヘッドフォン・マイクロフォン ( 背面各×1 )

ネットワーク

無線LAN ( IEEE802.11 b/g/n 対応 )

Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ギガビット対応 LANポート×1

USB ポート USB 3.0ポート ( 背面×2 )、USB2.0ポート ( 前面×4 )

入力装置 USB日本語キーボード、USB光学式マウス

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 1年間無償保証 ( ピックアップ方式 ) / 24時間×365日電話サポート

付属品 VESAマウントキット ( 75mm / 100mm 規格対応 )

Office オプション ※BTO選択可能

価格
5万9,800円（税別・送料別途） 

※ダイレクト限定価格
6万4,800円（税別・送料別途） 

※ダイレクト限定価格
7万4,800円（税別・送料別途） 

※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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