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MousePro、最新のデータセンタ向けSSD SAMSUNG PM863 搭載高性能NASを発売！
～ ランダム読み書き性能に優れたデータ共有環境で、チーム作業の生産性を飛躍的に向上！ ～

2015.12.21

マウスコンピューターTOP > MousePro、最新のデータセンタ向けSSD SAMS…
Like 0 ツイート 0

MousePro SV シリーズ

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、最新のデータセンタ向け高信頼性SSD 「SAMSUNG PM863シリーズ」 を標準搭載した、コンテンツクリエ
イションやCADエンジニアリングなど、チームでの作業領域に最適な高性能ファイルサーバー（NAS）を発売開始いたします。

2015年12月21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

SSD/HDDカスタマイズメニューの豊富さと優れた価格性能比を特長とする、国内生産・国内サポートの小型ビジネスサーバー 「MousePro SVシリー
ズ」 にて、最新のデータセンタ向けSSD 「SAMSUNG PM863シリーズ」 の搭載を開始しました。240GB/480GB/960GBの3容量をラインアップ、
960GBは標準搭載製品がございます。

DTPやWebデザイン、CGや映像編集など、容量の大きなデータに対して細かな編集及び保存を繰り返し、かつ複数人が関わることも多いコンテンツ
クリエイション作業、また同様の状況が発生しやすいCADエンジニアリング作業、この様なデータの読み書きが頻発する作業の場合、データを低速な
HDD-NASで共有するとアクセス中の待ち時間が長くなり、生産性の低下に繋がります。SSD-NASはHDD-NASよりも、実際の作業時のパフォーマン
スに影響の大きいランダム読み書き性能に優れ、より生産性に優れた作業領域を提供します。当SSD-NASでは、データセンタ向けに設計された最新
のSSD 「SAMSUNG PM863シリーズ」 を採用しています。当SSDは、ランダム読み書き性能を重視した、SAMSUNG社製の第7世代データセンタ向
けコントローラを採用、データ整合性を確保する様々な最新技術も搭載されており、高性能と信頼性を両立させた製品です。また、当SSD-NASは、
一般的な低価格NASに見られる組み込み系プラットフォームではなく、PCサーバープラットフォームを採用しており、高性能CPUやエラー訂正機能
付きのECCメモリを標準で搭載、OS機能の動作遅延や不慮のデータ欠損リスクが低減します。お客様のご用途とご予算に合わせて、上位CPUや大容
量メモリの選択も可能で、最も費用対効果に優れた1台を柔軟に構成いただけます。

最新の Windows Storage Server® 2012 R2 Workgroup Edition を採用

ネットワークアタッチドストレージ（通称：NAS）向けの最新OSである、Windows Storage Server® 2012 R2 Workgroup Edition は、ユーザ管理機能
を始めとする各種インテリジェント機能を備え、SSDとHDDを併載することで、使用頻度の高いデータをSSDに、それ以外のデータをHDDに格納し
て、速度と容量のバランスをOS側で最適化する Windows Server® 2012 の特長機能や、HDD内でデータ構造の共通する部分を最適化して、実際の使
用領域を効率的に削減する特長機能が組み合わされることで、従来よりも費用対効果に優れたファイルサーバーの構築を実現しています。 ※これら
の機能を有効化する場合には、個別の設定が必要です。

MousePro-SV221SW1NQ9 は、Windows Storage Server® 2012 R2 Workgroup Edition、インテル® Celeron® プロセッサー G1840、4GB ECC対応メ
モリ、960GB SSD（SAMSUNG PM863）、1TB HDD を搭載して 16万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MousePro-SV221SW1NQ9R0 は、Windows Storage Server® 2012 R2 Workgroup Edition、インテル® Celeron® プロセッサー G1840、4GB ECC対
応メモリ、960GB SSD×2基 RAID-0（SAMSUNG PM863）、2TB HDD を搭載して 24万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

※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。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。

 

MousePro ウェブサイト

MousePro SVシリーズ製品ページ

仕様詳細

製品型番 MousePro-SV221SW1NQ9 MousePro-SV221SW2NQ9R0

OS Windows Storage Server® 2012 R2 Workgroup Edition

プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー G1840 ( 2コア / 2.80GHz )

チップセット インテル® C222 チップセット

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-10600 ECC対応 ( 4GB×1 / 最大16GB )

SSD 960GB ( SAMSUNG PM863 ) 960GB×2基 RAID-0 ( SAMSUNG PM863 )

HDD 1TB ( 7200rpm ) 2TB ( 7200rpm )

HDDマウンタ 前面×4 ( ホットスワップ対応 ) ※2.5型SSDは内蔵ベイに搭載されます。

光学ドライブ 非搭載

グラフィックス / 
出力ポート

Aspeed AST1300 / 
D-SUBポート×1

ディスプレイ オプション ※BTO選択可能

サウンド / 
入出力ポート

非搭載

内部拡張
スロット

PCI Express x16スロット×1 （ 空き×1 ） ※LowProfileのみ対応

ネットワーク ギガビット対応LANポート×2 ( インテル® i210AT NIC )

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

eSATAポート eSATAポート ( 背面×1 )

入力装置 オプション ※BTO選択可能 ( キーボード、マウス )

電源 350W ( 80PLUS® BRONZE )

サイズ 200 (幅) ×337 (奥行き) ×273 (高さ) mm

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

Office オプション ※BTO選択可能

販売価格 16万4,800円 ( 税別・送料別途 ) 24万4,800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。※
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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