
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 企業情報 採用情報 フリーワード商品検索

個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り

店舗情報 総合お問い合わせ マイページ

マウスコンピューター、スティック型パソコン 「m-Stick」 の新デザインの 
ファン付 32GB モデル を販売開始！
～ HDMI 端子接続で、すべての TV やモニターを PCに ～

2015.04.30

マウスコンピューターTOP > スティック型パソコン 「m-Stick」 の新デザイン…
Like 0 ツイート 1

m-Stick シリーズ MS-PS01F

※画面はイメージです。

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、Windows 8.1を搭載したスティック型
パソコン 「m-Stick」 シリーズ初、冷却用マイクロファンを搭載し、高負荷環境下の性能を向上させた新製品 「m-Stick MS-PS01F」 を販売開始いた
します。

今回販売開始する新製品は、4月30日10時より、マウスコンピューターWEBサイト、電話通販窓口、同日11時よりマウスコンピューター各ダイレク
トショップ、4月30日以降順次マウスコンピューター製品取扱いの家電量販店にて販売を開始します。

マウスコンピューターは、今後も最新のテクノロジーを搭載した製品をいち早く市場へ投入し、幅広いラインアップでお客様の多様なニーズにお応え
します。

新製品の主なスペック

機種名 OS CPU メモリ ストレージ 無線通信 カードリーダー
直販
参考価格

MS-PS01F
Windows  8.1

with Bing 
32ビット

インテル® Atom™ 
プロセッサー

Z3735F
2GB PC3-10600 32GB eMMC

IEEE802.11 b/g/n
& Bluetooth® V4.0

MicroSD
カードリーダー

2万800円 
(送料/税込)

m-Stickシリーズ MS-PS01F 販売ページ

冷却用マイクロファンを搭載し、高負荷環境下の性能を向上

CPU冷却用マイクロファンを搭載することを前提に新しい筐体を作成  

特に高負荷、高温環境下においての性能向上を図りました。よりスリムな
筐体を採用したファンレスモデル(m-Stick NH1)は継続販売となります。使
用環境、用途に応じてお選びください。

タブレットや2 in 1プラットホーム向けテクノロジーを採用し、 
ポケットに入れて持ち運べるまで小型化

手の平に収まるサイズまで小型化し、持ち運びが容易なスティック型パソ
コンです。ご家庭やオフィスにある液晶テレビやパソコン用ディスプレイ
のHDMI端子に繋ぐことで最新のWindows 8.1をお使いいただけます。

インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F 採用

高い処理性能と低消費電力を実現し、タブレット型パソコンなどでも広く
採用実績のあるインテル® Atom™ プロセッサー Z3735Fを採用しておりま
す。

フルサイズ USB 2.0ポートとマルチカードリーダーを搭載、 
入力デバイスやデータのやりとりも気軽に

フルサイズUSBポートを配置、無線キーボード/マウスなど、普段お使いの
USB機器をそのままご利用いただけます。 

マルチカードリーダーは micro SD カードに対応し、内蔵ストレージ同等
以上の容量を追加可能となります。

※ Micro USB ポートは給電専用ポートとなります。

新製品の主な特長

最新のワイヤレス接続

無線LANは普及しているIEEE 802.11 b/g/nに対応、更にサウンドデバイス等の接続も対応可能な利便性の高いBluetooth® V4.0も利用できます。

24時間365日無償電話サポート対応

標準で 365日 24時間の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、ご購入後も安心してご利用頂けます。 

（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

新製品の詳細スペック

製品型番 MS-PS01F

OS Windows 8.1 with Bing 32ビット

プロセッサー インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F (4コア/1.33GHz/2MBスマートキャッシュ)

メインメモリ 2GB DDR3L (オンボード/最大2GB)

SSD 32GB eMMC

グラフィックス インテル® HD グラフィックス

カードリーダー micro SDメモリーカード (micro SDHC/SDXC含む)

無線LAN IEEE802.11 b/g/n 対応

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

サウンド インテル® SST オーディオ

 主な付属品 USB-ACアダプター / 電源供給用USBケーブル  
/ HDMI延長ケーブル / ステップガイド・保証書

その他 
電源

USB 2.0 (上面×1)、HDMIポート (左側面x1)

10W (5V/2A) AC100V (50Hz/60Hz)

サイズ
125(幅) x 37.6(奥行き) x 14(高さ) mm  
※HDMI端子プロテクトキャップ装着時

本体重量 約61g

使用環境 温度10～35℃、湿度 8～80％

保証 1年間無償保証

直販参考価格 2万800円 (送料/税込)

※ PS01F使用時には「USB-ACアダプター」、「供電用USBケーブル」の接続が必須となります。
※ 初回起動時に USB 接続のキーボードが必須となります。
※ micro USBポートは給電専用ポートとなります。

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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