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MousePro、DisplayPortで8系統同時出力可能なNVIDIA NVS 810 搭載ワークステーション発売
～ 安心の国内生産・国内サポート、多画面サイネージや金融情報モニタリングに最適 ～
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MousePro W400シリーズ NVIDIA® NVS™ 810

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、4K対応のDisplayPortを用いて8系統同時出力可能な最新グラフィックス 「NVIDIA® NVS™ 810」 を搭載、
複数の液晶ディスプレイを組み合わせた大画面サイネージや、多数の情報を表示する金融情報モニタリング、各種監視システムなど、マルチディスプ
レイ用途に最適なワークステーション及びデスクトップパソコンを発売開始いたします。

2016年3月15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。

MousePro-W481XV81X は、Windows 8.1 Pro 64ビット、インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v5、32GB

DDR4 ECC対応メモリ、2TB HDD、NVIDIA® NVS™ 810 を搭載して 28万9,800円（税別・送料別途） でご提供
いたします。

MousePro-T795G-MDP8-MDL は、Windows 10 Pro 64ビット、インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー、8GB

DDR3メモリ、1TB HDD、NVIDIA® NVS™ 810 を搭載して 19万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたしま
す。

新製品の特長

NVIDIA® NVS™ 810 ─ 8系統を同時出力可能な最新グラフィックス

PCI Express 1スロット分の厚みで、搭載ポート数の限界に挑戦した画期的なグラフィックスカードです。4K解像度で8系統もの同時出力が可能なた
め、1台のシステムで多画面表示環境を構築、または複数台の既存システムを集約する場合など、大幅なコストダウンを実現できます。最新のワーク
ステーション及びデスクトッププラットフォームと組み合わせることで、複数の液晶ディスプレイを組み合わせた大画面サイネージや、多数の情報を
表示する金融情報モニタリング、各種監視システムなど、マルチディスプレイ用途において安定した描画レスポンスを実現します。

インテル® Xeon® E3-1200v5 シリーズを搭載する、最新のワークステーションプラットフォーム

高速な PCI Express x4 接続のM.2スロット、Gen3対応のPCI Expressスロット、Gen2対応のUSB3.1ポートなど、最新仕様の高性能デバイスに対応し
ます。さらに、連続稼働時の安定性維持に貢献する、ECC（エラー訂正機能）に対応したDDR4最新規格メモリを標準搭載しています。 

※MousePro W400シリーズ

新製品の主な仕様

MousePro W400シリーズ製品ページ

MousePro T700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-T795G-MDP8-MDL MousePro-W481XV81X

OS
Windows 10 Pro 64ビット 

※Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 
Professional 64ビット 搭載モデルも選択可能です。

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー 

( 4コア / 8スレッド / 4.00GHz [ 最大4.20GHz ] / 
8MBキャッシュ )

インテル® Xeon® プロセッサー 
E3-1270v5 ( 4コア / 8スレッド / 

3.60GHz [ 最大4.00GHz ] / 
8MBキャッシュ )

チップセット インテル® H170 Express インテル® C236 チップセット

メインメモリ 8GB DDR3L ( 8GB×1 ) 32GB DDR4 ECC 対応 ( 16GB×2 )

SSD オプション ※BTO選択可能

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

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス / 
出力ポート

NVIDIA® NVS™ 810 （ 4GB ) 
Mini DisplayPort×8 

※Mini DisplayPort to DisplayPort 変換コネクタ×8 付属

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

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 )、その他スピーカー出力

内部拡張 
スロット

PCI Express x16スロット×1 （ 空き×0 ） 
PCI Express x4スロット×1 （ 空き×1 ） 
PCI Express x1スロット×1 （ 空き×1 ） 

※PCI Express x4スロットは、 
PCI Express x16形状

PCI Express x16スロット×1 （ 空き×0 ） 
PCI Express x8スロット×1 （ 空き×1 ） 
PCI Express x1スロット×3 （ 空き×3 ） 

PCI 32bitスロット×2 （ 空き×2 ） 
※PCI Express x8スロットは、 

PCI Express x16形状

ネットワーク ギガビット対応LANポート
ギガビット対応LANポート×2

( インテル® i210-AT / i219-LM )

USB ポート USB3.0ポート ( 前面×2 / 背面×4 )、 
USB2.0ポート ( 背面×2 )

USB3.1ポート ( 背面×2 )、USB3.0ポート ( 前面×2 / 
背面×2 )、USB2.0ポート ( 前面×2 / 背面×2 )

入力装置 USBキーボード、USB光学式マウス

電源 500W ( 80PLUS® SILVER ) 900W ( 80PLUS® GOLD )

サイズ 172 (幅) ×387 (奥行き) ×361 (高さ) mm 193 (幅) ×525 (奥行き) ×424 (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 19万4,800円 ( 税別・送料別途 ) 28万9,800円 ( 税別・送料別途 )

株式会社マウスコンピューターは、NVIDIA® Quadro® 搭載製品の 「プリファード・ソリューション・プロバイダ」 です。

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 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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