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MousePro、Windows 8.1 Pro を標準搭載、10点マルチタッチ対応の 10.1型液晶を採用した、 
ビジネス向けタブレットPCを Bluetooth®キーボード付属で、税別 54,800円から発売開始！

～ 暗号化ファイルシステムの利用やドメインへの参加、2年間の延長保証にも対応し、ビジネス利用に最適！ ～
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マウスコンピューターTOP > MousePro、Windows 8.1 Pro を標準搭載、10点…
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MousePro P シリーズ

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 8.1 Pro を標準搭載、10点マルチタッチ対応の 10.1型WXGA液晶パネルを採用したビジネス向けタ
ブレットPCを、スタンド兼用の Bluetooth®キーボード付属で、54,800円（税別・送料別途）から発売開始いたします。また、Microsoft® Office

Home and Business 2013 搭載モデルを、64,800円（税別・送料別途）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

Windows 8.1 Pro の採用により、暗号化ファイルシステムなどのセキュリティ機能、ドメイン参加や外出先から社内PCへのリモートデスクトップ接
続など、ビジネス利用に適した機能をご利用いただけます。1.58GHzのデュアルコアプロセッサーと64GB eMMC（SSD）を組み合わせたことで、
Windows 8.1 Pro 及び Microsoft® Office Home and Business 2013 が快適に動作いたします。また、フルHD解像度に対応した Micro HDMIポートを備
えており、外出先でのプレゼン時など、拡張デスクトップを構築したい場合に役立ちます。さらに、充電に USBポートを使用する方式のため、外出
先でも一般的なモバイルバッテリーを利用して、未使用時間に充電しておくことができます。標準付属する Bluetooth®キーボードは、1.5mmのスト
ロークを有するアイソレーション型で、タッチパッド内左右クリックの「カチッ」とした感触など、ノートPCの使用感を意識した設計になっており
ます。タブレットPCの携帯性とノートPCの機能性を両立、営業や現場など、外出先でのPC利用が多いお客様に最適な製品です。

MousePro-P101EP は、Windows 8.1 Pro Update 64ビット、インテル® Celeron® プロセッサー N2807、2GBメモリ、64GB eMMC（SSD）、10.1型
ワイド10点マルチタッチ液晶パネルを搭載して 5万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。また、Microsoft® Office Home and Business

2013 をセットにした、MousePro-P101EP-AH を、64,800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。また、当モデルは、2年間無償ピックアップ保証・24時間365日電話サポートを、
オプションにてご選択いただけます。
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新製品の仕様詳細

製品型番 MousePro-P101EP MousePro-P101EP-AH

OS Windows 8.1 Pro Update 64ビット

Office オプション ※BTO選択可能 Microsoft® Office Home and Business 2013

CPU インテル® Celeron® プロセッサー N2807 ( 2コア / 1.58GHz )

メインメモリ 2GB DDR3L-1333

SSD 64GB eMMC ( SSD )

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 ) ］

GPU / 
外部出力ポート

インテル® HDグラフィックス / 
Micro HDMIポート×1

液晶パネル 10.1型ワイド液晶パネル ( 1,280×800 / LEDバックライト / 10点マルチタッチ対応 )

WEBカメラ 前面：100万画素 / 背面：500万画素

サウンド / 
入出力ポート

ハイデフィニション・オーディオ / 
ヘッドフォンマイク ( 4極ミニジャック / CTIA準拠 )

ネットワーク
IEEE802.11/b/g/n 規格対応無線LAN

Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

USBポート Micro USB2.0ポート ( 充電ポート兼用 )

入力装置 Bluetooth® 日本語キーボード、タッチパネル

バッテリー
駆動時間

約 4.5 時間 ※標準バッテリー使用時最大 
[ JEITAバッテリ動作時間測定法 ( Ver.2.0 ) 準拠 ]

電源 内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V ( 10W ACアダプタ経由 )

サイズ 258 (幅) ×173 (奥行) ×11 (高さ) mm

重量 約 690g( 本体のみ )

保証期間 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

販売価格(税別) 5万4,800円 (税別・送料別途) 6万4,800円 (税別・送料別途)

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。※
AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.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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