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MousePro、インターネットカフェ向けに 「ドラゴンズドグマ オンライン」 推奨パソコン、
「モンスターハンター フロンティアＧ High Grade Edition」 推奨パソコンを発売開始！
～ 店舗運用に最適なメンテナンス性とエアフロー機構、充実のセット内容とオプションサービス ～
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「ドラゴンズドグマ オンライン」

「モンスターハンター フロンティアＧ High Grade Edition」

推奨パソコン

推奨パソコン
※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、法人専用パソコンブランド
「MousePro（呼称：マウスプロ）」で、株式会社カプコンが2015年8月31日（月）より正式サービス開始予定の、大人気コンシューマタイトルをオ
ンライン化した「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコン及び、大人気オンライン専用ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター フ
ロンティアＧ High Grade Edition」推奨パソコンを、インターネットカフェ向けに最適化して発売開始いたします。
2015年8月27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
法人向けに堅牢性や安定性を重視したMouseProブランドから、ハイエンド向けのミニタワー筐体を用いたTシリーズをベースに、インターネットカ
フェ向けに最適化したモデルとして、「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコン及び、「モンスターハンター フロンティアＧ High Grade
Edition」推奨パソコンをラインアップしました。
MousePro-T381G6-CPCM は、Windows 8.1 Pro Update 64ビット、インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー、8GBメモリ、1TB HDD、NVIDIA®
GeForce® GTX960 を搭載、G-Tune オリジナル ゲーミングキーボード＆マウス、キーロック型ネジ（側面カバー用）を付属して 10万9,800円（税
別・送料別途） でご提供いたします。
MousePro-T381G7X-CPCM は、Windows 8.1 Pro Update 64ビット、インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー、8GBメモリ、2TB HDD、NVIDIA®
GeForce® GTX970 を搭載、G-Tune オリジナル ゲーミングキーボード＆マウス、キーロック型ネジ（側面カバー用）を付属して 13万9,800円（税
別・送料別途） でご提供いたします。

寿命や安定性を重視した排熱設計
パソコン製品の寿命や安定性は、内部温度や周辺温度によって大きく影響されます。MousePro Tシリーズの筐体では、前面に大口径のエアホールと
吸気ファンを備え、背面の排気ファンと組み合わせることで、前面から背面へのエアフロー効率を追求した優れた排熱設計を有しています。また、ス
トレージを底面に配置する設計により、エアフローを妨げないだけでなく、作業性にも優れており、SSD/HDDの交換作業などが容易に行えます。

故障リスクを低減させる化粧カバーレス
ケース前面のデザインを優先して用いられる光学ドライブの化粧カバーですが、インターネットカフェなど不特定多数の方が利用する環境下の場合、
可動機構の存在は故障リスクの増加に繋がります。MousePro Tシリーズでは、光学ドライブはもちろん、USBポートやオーディオ端子を含めて化粧
カバーの一切を廃しています。

ゲーミング用途に最適な G-Tuneブランドの入力装置
ゲームに多用する特定11キーの同時押しやWindowsキーのロックに対応する「G-Tuneオリジナル ゲーミングキーボード」及び、1000/1600dpi切り替
え可能な「G-Tuneオリジナル ゲーミングマウス」を標準でセットしています。

内部パーツの盗難を防ぐキーロック型ネジ
内部パーツの盗難を防止するため、側面カバーのネジ部分をキーロック化するパーツを標準で添付、南京錠やチェーンなどの簡易セキュリティを別途
用意する手間を省くことができます。

デュプリケート対応など、充実のキッティングサービス
設置店舗専用のマスターイメージを作成いただき、弊社にてデュプリケート（インストールしたアプリケーションや各種設定など、HDDイメージを
丸ごとコピー）するオプションサービスをご用意、開梱設置時の膨大なセッティング作業を大幅に軽減することができます。また、シリアル番号一覧
シートの作成/提供や、店舗事情に応じた納品形態など、様々なご要望に対してご相談を承ります。

「ドラゴンズドグマ オンライン」 とは？
法人向けに堅牢性や安定性を重視したMouseProブランドから、ハイエンド向けのミニタワー筐体を用いたTシリーズをベースに、インターネットカ
フェ向けに最適化したモデルとして、「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコン及び、「モンスターハンター フロンティアＧ High Grade
Edition」推奨パソコンをラインアップしました。

「モンスターハンター フロンティアＧ」 とは？
「モンスターハンター」シリーズは、ハンターとなるプレイヤーが大自然の中で迫力ある巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲー
ムです。家庭用ゲームソフトとして、2004年3月に第1作目を発売して以降、約3,100万本以上を出荷（2014年10月15日時点）した、株式会社カプコ
ンの代表的な作品のひとつです。「モンスターハンター フロンティアＧ」はシリーズで楽しめる狩猟生活の要素をそのままに、ハンターたちが多人
数集まるビジュアルロビー「メゼポルタ広場」や、ハンター仲間が集まって結成するコミュニティ機能「猟団」などの新要素・新機能を多数追加した
オンライン専用タイトルです。

MousePro for NetCafe 製品ページ
MousePro ウェブサイト

新製品の仕様詳細

製品型番

MousePro-T381G6-CPCM

MousePro-T381G7X-CPCM

OS

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

Microsoft®
Rental Rights

オプション ※法人営業窓口でご購入いただけます。
インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー
( 4コア / 3.50GHz / TB最大3.90GHz )

プロセッサー

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

チップセット

インテル® H81 Express

メインメモリ

8GB DDR3 PC3-12800 デュアルチャネル ( 8GB×1 / 最大16GB )

SSD

オプション ( カスタマイズ選択可能 )

HDD

1TB ( SerialATA III / 7200rpm )

光学ドライブ

2TB ( SerialATA III / 7200rpm )
オプション ( カスタマイズ選択可能 )

グラフィックス /
外部出力ポート

NVIDIA® GeForce® GTX960 （ メモリ2GB ) /
DisplayPort×3、DVI-Iポート×1

NVIDIA® GeForce® GTX970 （ メモリ4GB ) /
DisplayPort×1、DVI-Iポート×1、DVI-Dポート×1

ディスプレイ

別売り ( 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×3 （ 空き×2 ）

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 / 背面×2 )、USB2.0ポート ( 背面×4 )

キーボード

G-Tune オリジナル ゲーミングキーボード
( PS/2 有線 / 109日本語キー / 特定11キー同時押し、WinLock対応 )

マウス

G-Tune オリジナル ゲーミングマウス
( USB 有線 / 1000-1600dpi オプティカル / スクロール機能付 6ボタン )

電源

500W 80PLUS® SILVER

サイズ

172 (幅) ×387 (奥行き) ×361 (高さ) mm

保証

1年間無償保証 ( ピックアップ方式 )

付属品

キーロック型ネジ ( 側面カバー用 ) ×1

販売価格

10万9,800円 (税別・送料別途)

13万9,800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。
※ 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。

商品ラインアップ

ご利用ガイド

サポート情報

店舗情報

デスクトップPC

ご購入方法について

購入後のお問い合わせ

仙台

ノートPC

お支払い方法について

故障診断・修理ご依頼

秋葉原

ゲームPC（G-Tune）

送料・配送について

製品FAQ

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

クリエイターPC（DAIV）

営業日のご案内

各種ダウンロード

春日部

ビジネスPC（MousePro）

返品について

名古屋

タブレットPC

よくあるご質問

大阪

初めてご利用の方
BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認

博多

iiyama液晶ディスプレイ
周辺機器＆IoT製品

サイトマップ

プライバシーポリシー

規約

企業情報

採用情報

ニュースリリース

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

