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MousePro、CAD向けの NVIDIA® Quadro® や多画面向けの NVIDIA® NVS™ に対応、 
拡張性を維持したまま、従来体積比22%小型化されたスリムタイプ Sシリーズを発売開始！

～ 国内生産・国内サポート、最大5年間の延長保証に対応する信頼性重視のビジネスPCブランド ～

2014.12.10

マウスコンピューターTOP > MousePro、CAD向けの NVIDIA® Quadro® や多…
Like 0 ツイート 0

MousePro Sシリーズ

※ 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、CAD/CG向けの NVIDIA® Quadro® K620 や、多画面システム向けの NVIDIA® NVS™ 510 に対応、さらに
SSD＋HDD 構成への対応など、拡張性を維持したまま、従来体積比で22%小型化された新筐体を採用する、スリムタイプ 「 Sシリーズ 」 を発売開
始いたします。

2014年12月10日16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

使用頻度の低くなった3.5インチベイを廃することで、従来よりも体積比で 22%の小型化を実現した新筐体です。多くのお客様よりご評価をいただく
拡張性は維持しており、3Dを含む建築・製造CADやCG/DTP用途に最適な NVIDIA® Quadro® K620 や、金融取引や監視カメラのモニタリングなどの
多画面システム構築に最適な NVIDIA® NVS™ 510 の搭載に対応しています。また、生産性向上の要であるSSDは豊富なラインアップをご用意してお
り、HDDと組み合わせることで、システム全体として高速かつ大容量を両立することも可能です。全てのモデルにて、ビジネス利用に最適な、
Windows® 7 Professional / Windows 8.1 Pro を標準搭載しており、OSの選択やアップグレード価格に悩む必要がありません。国内生産・国内サポー
トかつ最大5年間の延長保証に対応し、お客様に安心してご利用いただけるシステムを、抜群のコストパフォーマンスでご提供いたします。

MousePro-S270B-1412 （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™ i3-4160 プロセッサー、4GB

メモリ、500GB HDD を搭載して 6万1,400円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-S270S-1412 （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™ i5-4460 プロセッサー、8GB

メモリ、500GB HDD を搭載して 7万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-S270X-1412 （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™ i7-4790 プロセッサー、8GB

メモリ、500GB HDD を搭載して 8万9,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-S270G-WS-1412 （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™ i5-4460 プロセッサ
ー、4GBメモリ、500GB HDD、NVIDIA® Quadro® K620 を搭載して 8万9,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-S270G-HeXa-1412 （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™ i7-4790 プロセッサ
ー、8GBメモリ、500GB HDD、NVIDIA® NVS™ 510 を搭載して 13万7,800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、製品の保証期間内は、一部修理部品の先出し発送
サービスを無償でご利用いただけます。

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のデスクトップPC製品は、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。
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新製品の詳細スペック

製品型番 MousePro-S270B-1412 MousePro-S270S-1412 MousePro-S270X-1412

OS Windows® 7 Professional 64 ビット 
※Windows 8.1 Pro Update 64ビット 選択可能

プロセッサー
インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー 

( 2コア / 3.60GHz / HT対応 )
インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー 

( 4コア / 3.20GHz / TB最大3.40GHz )
インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー ( 4コ
ア / 3.60GHz / TB最大4.00GHz / HT対応 )

チップセット インテル® H81 Express チップセット

メインメモリ
4GB DDR3 PC3-12800 
( 4GB×1 / 最大16GB )

8GB DDR3 PC3-12800 
( 8GB×1 / 最大16GB )

SSD オプション ( カスタマイズ選択可能 ))

HDD 500GB ( SerialATA III / 7200rpm )

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス / 
出力ポート

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

インテル® HD グラフィックス 4600 / 
DVI-Dポート×1、D-SUBポート×1

液晶
ディスプレイ

オプション ※カスタマイズ選択可能

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 )

内部拡張スロット
PCI Express x16スロット×1 （ 空き×1 ） 
PCI Express x1スロット×1 （ 空き×1 ）

ネットワーク ギガビット対応LANポート×1

USBポート USB3.0ポート ( 前面×2 )、USB2.0ポート ( 前面×2 / 背面×4 )

PS/2ポート キーボード入力ポート、マウス入力ポート

入力装置 USBキーボード、USB光学式マウス

電源 220W

サイズ 100 (幅) ×362 (奥行き) ×268 (高さ) mm

保証 1年間無償保証 (ピックアップ方式)

Office オプション ※カスタマイズ選択可能

販売価格
6万1,400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
8万9,800円（税別・送料別途） 

※ダイレクト限定価格

製品型番 MousePro-S270G-WS-1412 MousePro-S270G-HeXa-1412

OS Windows® 7 Professional 64 ビット 
※Windows 8.1 Pro Update 64ビット 選択可能

プロセッサー
インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー 

( 4コア / 3.20GHz / TB最大3.40GHz )
インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー ( 4コア / 3.60GHz / TB最大

4.00GHz / HT対応 )

チップセット インテル® H81 Express チップセット

メインメモリ
4GB DDR3 PC3-12800 
( 4GB×1 / 最大16GB )

8GB DDR3 PC3-12800 
( 8GB×1 / 最大16GB )

SSD オプション ( カスタマイズ選択可能 ))

ハードディスク 500GB ( SerialATA III / 7200rpm )

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス / 
出力ポート

NVIDIA® Quadro® K620 （ メモリ2GB ) / 
DisplayPort×1、DVI-Iポート×1

NVIDIA® NVS™ 510 （ メモリ2GB ) / 
Mini DisplayPort×4

液晶
ディスプレイ

オプション ※カスタマイズ選択可能

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 )

内部拡張スロット
PCI Express x16スロット×1 （ 空き×0 ） 
PCI Express x1スロット×1 （ 空き×1 ）

ネットワーク ギガビット対応LANポート×1

USBポート USB3.0ポート ( 前面×2 )、USB2.0ポート ( 前面×2 / 背面×4 )

PS/2ポート キーボード入力ポート、マウス入力ポート

入力装置 USBキーボード、USB光学式マウス

電源 220W

サイズ 100 (幅) ×362 (奥行き) ×268 (高さ) mm

保証 1年間無償保証 (ピックアップ方式)

Office オプション ※カスタマイズ選択可能

販売価格
8万9,800円（税別・送料別途） 

※ダイレクト限定価格
13万7,800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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