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MousePro、15.6型ノート PC を台数限定で 5周年記念モデルとして発売開始
～ インテル® Core™ i3 プロセッサー、Windows 10 Pro、SSD、高速無線 LAN 搭載で 5万円台 ～

2016.06.01

マウスコンピューターTOP > MousePro、15.6型ノート PC を台数限定で 5周年…
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MousePro NB500シリーズ MousePro 5周年記念モデル

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、5周年記念モデルとして、インテル® Core™ i3 プロセッサーに SSD や高速無線 LAN を標準搭載、有償版セ
キュリティソフトを標準付属した、15.6型ノートパソコンを 5万円台から台数限定で発売開始いたします。

2016年 6月 1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 5周年限定モデル 特設ページ

MousePro ウェブサイト

新製品の特長

ビジネス利用に最適な Windows 10 Pro を標準搭載

社内ネットワークにおけるドメイン参加や、外出先から社内システムへのリモートデスクトップ接続、BitLocker 暗号化など、ビジネス利用に適した
機能を活用できます。
※Windows 10 Pro ダウングレード版 Windows® 7 Professional も選択可能

高性能な 「インテル® Core™ プロセッサー」 を搭載

高性能かつ価格とのバランスにも優れた インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー を採用、ワープロや表計算を始め、基幹システムやグループウェ
アなど、多岐にわたるオフィスソフトウェアを快適に利用できます。

高速な SSD ストレージを搭載、さらに豊富なメニューから柔軟にカスタマイズ可能

120GB の SSD を標準搭載、さらに 960GB まで、様々な種類や容量をご用意、SSD を搭載することで、起動/終了からあらゆるアプリケーションの
動作が快適になることはもちろん、HDD の弱点である耐衝撃性も飛躍的に向上するため、運用中の振動や衝撃に対する故障の可能性を低減できま
す。

4列タイプのテンキーを採用したビジネス向けキーボードを採用

フルサイズと同等の配列になっており、ノート PC でもデータ入力の生産性を低下させません。また、左右クリックボタン独立仕様のタッチパッドを
採用、感触だけでボタンを正確に認識、クリックミスを防ぎます。

オフィスや往訪先など、オンサイト利用時に便利な各種インタフェースを搭載

アナログ RGB 及び HDMI ポートを搭載しており、往訪先でのプレゼンなど、拡張デスクトップを構築したい場合に役立ちます。また、USB 3.0 ポー
トを利用して、高速かつ大容量な USB フラッシュメモリを活用できます。

セキュリティソフトウェア 12ヵ月分 を標準付属

最も基本的なセキュリティ対策として、セキュリティソフトウェアの導入は必要不可欠であり、必須のコストでもあります。シンプルな機能で動作も
軽快な、インテル® のセキュリティソフトウェア 「マカフィー® アンチウイルス プラス（12ヵ月カード版）」 を 5周年記念モデル特典として標準付
属しました。

新製品の主な仕様

MousePro-NB590BA は、Windows 10 Pro 64ビット、インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー、4GB メモリ、120GB SSD、IEEE802.11ac/a/b/g/n

規格対応無線 LAN（インテル® Dual Band Wireless-AC 3160）を搭載、マカフィー アンチウイルス プラス（12ヵ月カード版）を付属して 5万 9,800

円（税別・送料別途） でご提供いたします。

仕様詳細

製品型番 MousePro-NB590BA

OS Windows 10 Pro 64 ビット 
※ Windows® 7 Professional 64 ビット搭載モデルも選択可能です。

セキュリティ
ソフトウェア

マカフィー アンチウイルス プラス ( 12ヵ月カード版 )

プロセッサー
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 

( 2コア / 4 スレッド / 2.00GHz / 3MB キャッシュ )

メインメモリ 4GB DDR3L-1600 ( 4GB×1 / 最大16GB )

ストレージ 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 5500

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 15.6 型ワイド液晶パネル ( LEDバックライト / ノングレア )

解像度 1,366×768

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 ( 右側面各×1 )

ネットワーク

IEEE802.11ac/a/b/g/n 規格対応無線 LAN ( インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 )

Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ギガビット対応 LAN ポート ( 左側面×1 )

USB ポート USB 3.0 ポート ( 左側面×2 )、USB 2.0 ポート ( 右側面×2 )

入力装置
日本語キーボード ( キーピッチ 約 19mm / キーストローク 約 1.5mm / 

JIS 標準配列 ( 英数 / かな ) / 107 キーレイアウト / Windows® キー付 )、タッチパッド

バッテリー 4 セル リチウムイオンバッテリー

駆動時間 約 4.9 時間

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

電源 内蔵バッテリーまたは AC100V ( 40W AC アダプタ経由 )

サイズ 374 (幅) ×258.5 (奥行) ×24.7 (高さ) mm

重量 約 2.1 kg

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 5万 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 Core、Core Inside は、アメリカ合衆国および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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