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MousePro、TPM2.0とPro OSを組み合わせた低価格な13.3型ビジネスPCを発売開始！
～ Windows® 7 Professional 32ビット/64ビット（Windows 8.1 Pro ダウングレード版）を継続してご提供 ～
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マウスコンピューターTOP > MousePro、TPM2.0とPro OSを組み合わせた低価…
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MousePro NB300 シリーズ

※ 画像はイメージです。

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、携帯性に優れた約1.4kgの本体に、低価格な第5世代インテル® Celeron® プロセッサーを搭載、BitLocker 暗
号化機能をより強固に活用できる最新のTPM2.0セキュリティチップ（インテル® PTT）を内蔵、操作性を重視したキーボード＆タッチパッドと充実
のインタフェースで、出張や往訪など営業利用に最適な13.3型ビジネスモバイルPCを5万円台から発売開始いたします。また、50台限定の発売記念モ
デルを 49,800円（税別）で発売開始いたします。

2015年11月9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

実用性に優れた13.3型ビジネスモバイルPCとして、長らく好評をいただく 「MousePro NB300シリーズ」 に、低価格なインテル® Celeron® プロセ
ッサー搭載モデルをラインアップしました。解像度を1,600×900のHD+仕様としたことで、フルHD解像度では文字が細かくて見難いと感じていたお
客様には、視認性の向上が期待されます。キーピッチ18mm、キーストローク1.8mmのタイピング性に優れたキーボードや、クリックミスを防ぐ左右
ボタン独立タイプのタッチパッドは従来通りです。OSには、Windows 10 Pro を標準搭載しており、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活用できます。実用面として、HDMIポートはもちろん、最近では採用の少なくなったVGAポー
トを搭載しており、変換コネクタを利用することなく、共有ディスプレイやプロジェクターへの出力に柔軟に対応できます。バッテリーは、実利用環
境に則したJEITA2.0測定方式にて、約5.1時間の動作を実現する3セルタイプを採用、重量とのバランスを重視しました。さらに、体感速度向上の要で
あるSSDを標準搭載、豊富なラインアップから大容量品へのアップグレードも可能です。セキュリティ機能として、最新のTPM2.0セキュリティチッ
プ（インテル® PTT）を標準搭載、BitLocker 暗号化機能※を組み合わせることで、外出先での盗難や紛失時に情報の流出を防ぐことができます。出
張や往訪の多い営業利用など、パソコンの携帯が必要不可欠なお客様に最適なビジネスモバイルPC製品です。

※TPM2.0 と BitLocker 暗号化機能の組み合わせは、Windows 10 Pro / Windows 8.1 Pro のみでご利用いただけます。

《 50台限定 発売記念モデル 》 MousePro-NB390L-1511 （直販限定モデル） は、Windows 10 Pro 64ビット、インテル® Celeron® プロセッサー
3205U、2GBメモリ、64GB SSD、TPM2.0セキュリティチップ（インテル® PTT）、HD+対応13.3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。

MousePro-NB390L-1511 （直販限定モデル） は、Windows 10 Pro 64ビット、インテル® Celeron® プロセッサー 3205U、4GBメモリ、120GB

SSD、TPM2.0セキュリティチップ（インテル® PTT）、HD+対応13.3型ワイド液晶パネル を搭載して 5万6,800円（税別・送料別途） でご提供いた
します。また、Microsoft® Office Personal Premium をセットして 7万3,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

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のノートPC製品は、3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。

※MouseProブランド全モデルに、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。

MousePro NB300 シリーズ製品ページ

MousePro ウェブサイト

新製品の仕様詳細

製品型番 MousePro-NB390L-1511 MousePro-NB390LS-1511 MousePro-NB390LS-A-1511

OS Windows 10 Pro 64ビット 
※Windows 8.1 Pro 搭載モデル、Windows® 7 Professional 搭載モデル選択可能

Office オプション ※BTO選択可能 Microsoft® Office Personal Premium

プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー 3205U ( 2コア / 2スレッド / 1.50GHz / 2MBキャッシュ )

メインメモリ
2GB DDR3L-1600 

( 2GB×1 / 最大16GB )
4GB DDR3L-1600 

( 4GB×1 / 最大16GB )

ストレージ 64GB SSD 120GB SSD

光学ドライブ オプション ※BTO選択可能

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 ) / 

メモリースティック ( Pro 含む ) / マルチメディアカード ］

グラフィックス インテル® HDグラフィックス

外部出力ポート HDMIポート ( 左側面×1 )、D-SUBポート ( 左側面×1 )

液晶パネル 13.3型ワイド液晶パネル ( LEDバックライト / ノングレア )

解像度 1,600×900

Webカメラ 100万画素Webカメラ ※デジタルマイク内蔵

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・マイクロフォン ( 左側面各×1 )

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

ギガビット対応LANポート ( 右側面×1 )

USB ポート USB3.0ポート ( 左側面×1 )、USB2.0ポート ( 右側面×2 )

セキュリティ
チップ

TPM2.0 セキュリティチップ ( インテル® PTT )

入力装置
日本語キーボード ( キーピッチ 約18mm / キーストローク 約1.8mm / 

JIS標準配列 ( 英数 / かな ) / 87キーレイアウト / Windowsキー付 )、タッチパッド

バッテリー 3セル リチウムイオンバッテリー

駆動時間 約 5.1 時間

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

消費電力 標準時：8.0W / 最大時：40W / スリープ時：0.66W

電源 内蔵バッテリーまたはAC100V ( 40W ACアダプタ経由 )

サイズ 326 (幅) ×231 (奥行) ×23.6 (高さ) mm

重量 約1.4kg

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 ) 

※直販限定価格
5万6,800円 ( 税別・送料別途 ) 

※直販限定価格
7万3,800円 ( 税別・送料別途 ) 

※直販限定価格

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 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。※
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