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第7世代 インテル® Core™ i5 を搭載した
ディスプレイ背面へ設置可能な小型パソコン
MousePro Mシリーズ 9月13日（水）販売開始！
2017.09.13

小型パソコン「MousePro Mシリーズ」
※ディスプレイはオプションです。※ 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、法人向けパソコンブランド
「MousePro（呼称：マウスプロ）」で最新の第7世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー CPUを搭載した、小型デスクトップパソコンを 2017年9月
13日（水）より販売開始します。
本製品は、2012年から多くの法人のお客様にご活用いただいているロングセラー MousePro Mシリーズの最新モデルで、USB ポート×6、RJ-45、マ
ルチカードリーダー、HDMI・D-Sub ポートを搭載し、デュアルディスプレイ、USB接続の周辺機器の利用など、パソコンとしての基本性能を十二分
に発揮します。小型形状により、一般事務端末としての用途だけでなく、デジタルサイネージ表示機としての利用事例もあり、新製品も標準VESAマ
ウントキットを同梱しており、パソコン用液晶ディスプレイや電子黒板ディスプレイの背面へ取り付けが可能です。今回、第7世代 インテル® Core™
i5 プロセッサーを搭載することで、アプリケーション処理において従来製品に比べ最大7％ の性能向上が見込めます。
製品価格は 84,800円（税別）より、マウスコンピューター WEB サイト、電話通販窓口、マウスコンピューター各ダイレクトショップにて販売を開
始いたします。

MousePro ホームページ
MousePro Mシリーズ 製品ページ

新製品特長
据え置き・背負い共にスペースフリーな小型形状
本体幅26mm、本体重量660gの小型サイズにより、ディスプレイ背面へ取り付け可能。消費電力もアイドル状態で約5.7Wと、通常のデスクトップモ
デルより低く抑えられます。オフィスの作業環境改善や省エネ化を目的としたリプレース、店頭や公共スペース(屋内環境)でのコンテンツ再生を想定
したサイネージ端末としての利用に最適です。

第7世代 インテル® Core™ i5 搭載によりCPU性能が向上
小型筐体に第7世代の最新CPU「インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー」を搭載、従来製品に比べて CPU の全体処理性能が約7％向上し、写真や
動画編集の処理能力については約10％向上いたしました。クリエイター向けの性能も強化されていますので、教育機関での利用も期待できます。さら
に、DDR4メモリを最大で16GBまで搭載可能。最新CPUと大容量メモリにより、複数アプリケーションの同時起動など負荷の高い用途においても快
適に動作いたします。

＜PCMARK8 - Creative accelerated ベンチマークスコア＞
・インテル® Core™ i5-7200U + 8GBメモリ×1 + インテル® HDグラフィックス 620 + 480GB SSD
(MousePro-M591H-SSD-1709)
・インテル® Core™ i5-6200U + 8GBメモリ×1 + インテル® HDグラフィックス 520 + 480GB SSD
(MousePro-M590H-SSD-HGH)
※1 弊社実測値となります。測定環境などにより、ベンチマークスコアが高低する可能性があります。

通電と連動してパソコンが起動するように設定可能
コンセントからの通電に連動してパソコンを起動させるBIOS設定に対応。ディスプレイ背面などパソコン本体の電源ボタンを操作し難い場所へ設置
した場合でも、スイッチコンセント等を組み合わせることで、省エネかつ利便性に優れた環境を構築できます。
※出荷時は機能がOFFに設定されています。

24時間 365日無償電話サポート対応
ご購入から 1年の間、無償修理保証と 24時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。さらに有償にて保証期間を最大3年間まで延長がで
き、ご購入後も安心してご利用いただけます。
（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

製品仕様

製品型番

MousePro-M591H

MousePro-M591H-SSD-1709

OS

Windows 10 Pro 64ビット

CPU

インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー
( 2コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.10GHz / 3MB スマートキャッシュ / HT 対応 )

グラフィックス

インテル® HD グラフィックス 620
(メインメモリからシェア)
8GB PC4‐17000 DDR4 (8GB×1)

メモリ

ストレージ

最大 16GB (16GB×1)
SSD

-

480GB (6Gbps接続)

HDD

1TB 5400rpm (6Gbps接続)

-

光学ドライブ

非搭載 (BTO にて外付け USB 接続ドライブを追加可能)

カードリーダー

マルチカードリーダー
[ 対応メディア:SD メモリカード(SDXC, SDHC含む) / マルチメディアカード ]

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

マウス

USB 光学マウス

キーボード

USB 109 日本語キーボード

インターフェース

● USB 2.0×2 (前面右列×2) ● USB 3.0×4 (背面×2、前面左列×2) ● LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1、RJ-45) ● HDMIポ
ート×1 (背面×1) ● D-SUB ポート×1 (背面×1) ● サウンド マイク入力/ヘッドフォン×1 (背面各×1) ● 無線 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 433Mbps 対応 +
Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

付属品

VESA マウントキット (75mm、100mm 規格対応)

電源

AC100V (65W AC アダプタ経由)

本体寸法
(幅×奥行×高さ)

26×151×195mm /
72×151×218mm ※スタンド装着時

重量 (本体)

約 660g

保証期間

1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート

販売価格(税別)

8万4,800円

9万4,800円

※ 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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