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MousePro、Windows Embedded 8.1 Industry Pro 搭載の10.1型タブレットPCを発売！
～ 着脱式のハードキーボード＆タッチパッドを採用、入力操作性が重視される特定業務利用に最適 ～
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マウスコンピューターTOP > MousePro、Windows Embedded 8.1 Industry Pro …
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MousePro-P101AP-EMBD

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、最新の組み込み向けOS 「Windows Embedded 8.1 Industry Pro」 を搭載した、特定業務向け10.1型タブレッ
トPCの発売を開始いたします。

2015年6月4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

本体カバーと一体型で、マグネット着脱式のハードキーボード＆タッチパッドが付属する、10.1型のタブレットPCに、Windows Embedded 8.1

Industry Pro を搭載しました。当OSの搭載により、再起動によるシステムの復元やUSB機器の制限設定など、高度なロックダウン機能を追加費用無
しで活用できます。また、4コアのインテル® Atom™ プロセッサー Z3735F を搭載しており、テレビ会議やペーパーレス会議システム、電子カタロ
グやオークション端末など、映像表示を伴うシステムにも対応します。不特定多数の生徒が触れる教育現場や、機動性が求められる倉庫内での物品管
理、店舗内での商品案内やPOSシステムなど、安定した入力操作性及び、Windows Embedded OSが標準搭載する様々な専用機能がメリットになる組
み込み用途において、非常に相性の良い製品です。

Windows Embedded 8.1 Industry Pro 32ビット を採用する特定業務専用端末 MousePro-P101AP-EMBD は、インテル® Atom™ プロセッサー
Z3735F、2GBメモリ、64GB eMMC、WXGA対応 10.1型ワイド液晶パネル を搭載して、4万9,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。また、
標準で1年間の無償ピックアップ保証、24時間365日電話サポートが付属しています。

※製品及び同一型番部品の長期供給は保証しておりません。
※組み込み系ソリューションに対するサービス提供（技術仕様や各種レポート等）はいたしません。

Windows 8.1 Pro の全ての機能を利用可能な Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Windows Embedded 8.1 Industry Pro は、最新の Windows 8.1 Pro の全ての機能に加え、業務用デバイスに求められる柔軟性と、利便性と信頼性に優
れたロックダウン機能を提供します。

最新の Windows 8.1 の優れたパフォーマンスやセキュリティ、高い互換性や豊富な対応周辺デバイス、これらの恩恵を最大限に享受できる、最新の
組み込みシステム向けオペレーティングシステムです。Windows 8.1 はタッチデバイスに最適化されており、POSや双方向情報端末としての親和性が
高く、一般的な Windows 互換周辺機器とのプラグアンドプレイ接続に対応しているため、トータルシステムの構築を極めて容易かつ低コストで実現
できます。また、Visual Studio に代表される完成度の高い純正開発環境と豊富なドキュメントを利用できることにより、アプリケーション開発期間の
大幅な短縮と低コスト化も実現します。

【 GUI管理画面 「Embedded Lockdown Manager」 で設定可能なロックダウン機能 】 

Unified Write Filter 
システム上の全ての HDD領域や指定したファイル、レジストリを保護、再起動時に稼働中の全ての変更を元通りにします。 

Keyboard Filter 
指定したキーボード入力を制限することができます。（例えば、Ctrl + Alt + Delete キーの同時入力など） 

Dialog Filter 
OSやアプリケーションからのメッセージやエラーなど、意図しないダイアログ表示を抑制します。

【 Windows Embedded 8.1 Industry Pro にて、追加及び強化されたロックダウン機能 】 

USB Filter 
指定した特定のUSBデバイスのみを使用可能に設定、もしくは全ての USBデバイスを使用不可に設定できます。 

Gesture Filter 
Windows 8.1 の特長であるタッチジェスチャ機能について、指定した動作を制限することができます。（例えば、右側面からのチャーム表示など） 

APP Launcher 
デバイスの起動時に特定のストアアプリを起動させることや、スタート画面の非表示設定ができます。

コールセンターなどの特定業務に最適な、高性能ログ取得アプリケーションを標準でセット

当製品には、コールセンターなどオペレーターシステム用途での利用時に、システムの操作ログを詳細に取得可能な 「 ラネクシー MylogStar 3

Desktop 30日間ライセンス版 」 を標準でセットしています。

MousePro ウェブサイト

MousePro 特定業務専用端末特設ページ

新製品の仕様詳細

製品型番 MousePro-P101AP-EMBD

OS Windows Embedded 8.1 Industry Pro 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 / IBT時最大 1.83GHz / 2MBキャッシュ )

メインメモリ 2GB DDR3L-RS-1333

ストレージ 64GB eMMC

カードリーダー カードリーダー [ 対応メディア ： microSDメモリーカード ( SDHC, SDXC 含む ) ]

グラフィックス / 
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 : 200万画素 / 背面 : 200万画素

サウンドポート 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
IEEE802.11b/g/n 規格対応無線LAN

Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

センサ 加速度センサ

USBポート Micro USB2.0 ( 上側面×1 ) ※Micro USB形状のポートは充電専用です。

入力装置 マグネット着脱式キーボード&タッチパッド ( USB接続 ) ※本体カバー兼用スタンド一体型

バッテリー
駆動時間

約 5.7時間 
[ JEITAバッテリ動作時間測定法 ( Ver.2.0 ) 準拠 ]

バッテリー
充電時間

約 3.7時間

電源
AC100V ( 12.5W [ 5V / 2.5A ] ACアダプタ経由 ) 

※ACアダプターケーブル長 ： 約1.2m

サイズ
258 (幅) × 173.2 (奥行き) × 10.8 (高さ) mm / 

258 (幅) × 173.2 (奥行き) × 16.8 (高さ) mm ( 本体カバー装着時 )

重量 約640g / 約970g ( 本体カバー装着時 )

特定用途向け
アプリケーション

ラネクシー MylogStar 3 Desktop 30日間ライセンス版

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

販売価格 4万9,800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。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、
Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/または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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