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ビジネス利用に必要な機能を凝縮
多様なシーンで活躍する手のひらサイズの超小型パソコン

MousePro Cシリーズ 9月 26日（火）販売開始！
2017.09.26

マウスコンピューターTOP > ビジネス利用に必要な機能を凝縮、多様なシーン…
Like 0 ツイート 0

超小型パソコン「MousePro C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、手のひらサイズの超小型パソコンを 2017年 9月 26日（火）より販売開始します。

本製品は、本体寸法 70×70×34.1mm と手のひらに載る超小型サイズを実現、机上のスペース削減に貢献します。VESA マウントキット標準付属なの
で、ディスプレイ背面や大型テレビへ取り付けて、電子黒板、TV会議端末、POS レジ端末、デジタルサイネージ端末(屋内利用)、ホテル客室端末、
コールセンターオペレーター端末など多様なシーンでご利用いただけます。CPU には「インテル® Celeron® N3350」を採用。省電力に優れていなが
ら、オフィスソフトの利用はもちろん 4K 動画再生も可能です。本体冷却には静音性に優れたファンシンクを採用しており、十分な冷却性能と静音性
を実現します。拡張ポートには HDMI、USB 3.0 ポート、micro SD カードリーダー、無線 LAN、RJ-45 を搭載。ビジネス利用で必要とされる機能を
小さな筐体へ凝縮しております。

製品価格は 37,800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 Cシリーズ 製品ページ

新製品特長

多様なシーンで活躍する超小型筐体

本体寸法 70×70×34.1mm、本体重量 164g の小型サイズに必要機能を凝縮。VESA マウントキット標準搭載なので、ディスプレイや大型テレビの背面
へ取り付けての運用も可能です。本体冷却にファンシンクを搭載しており、静音性を兼ね備えていながら十分な冷却効果を発揮。見た目もシンプルな
超小型なので設置場所を問わずご利用いただけます。形状特性により、オフィス利用はもちろん、電子黒板やレジ端末、サイネージ端末(屋内利用)と
しての導入もお勧めしております。

省電力CPU「インテル® Celeron® N3350」を搭載

省電力に優れたインテル® Celeron® N3350 を搭載したことで、本体の消費電力は最大で約 24W と小さく、複数台導入時にはオフィスの節電・省電
力化に貢献します。CPU 内蔵のグラフィックス機能「インテル® HD グラフィックス 500」は HEVC (H.265) 10bit と VP9 の動画再生支援にも対応
し、4K 動画再生もサポートしています。
※本体 HDMI ポートからの 4K 出力は 30p となります。

豊富なインターフェイス、設置場所を広げる無線 LAN 標準搭載

HDMI、USB 3.0 ポート、micro SD カードリーダー、無線 LAN、RJ-45 を搭載し、ビジネス利用に十分なインターフェイスを搭載。また、有線 LAN

と無線 LAN 両対応のため、有線 LAN による堅実な通信、無線 LANによるシームレス環境構築が可能です。ケンジントンロックタイプのセキュリテ
ィスロットも搭載しておりますので、パソコン設置後の盗難対策も安心です。

電源制御機能を複数搭載

端末の電源制御機能を複数対応しており、ネットワーク経由での端末起動、HDMI 接続機器と端末の電源連動、指定時間での端末起動を BIOS 機能に
てご用意。有線 LAN 経由やスイッチコンセントと連動しての一括起動が行えるため、多数の機器を同時運用する際に最適です。また、HDMI へ接続
した出力機器側の電源と連動して PC 本体の電源が動作するように設定できるため、PC 本体を手が届かないところへ配置しても電源 ON/OFF が可能
です。
※これらの BIOS 機能は出荷時 Disable に設定されております。また、全ての接続される機器、環境を保証するものではございません。

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-C100PV MousePro-C100PV-HGH-A

OS Windows 10 Pro 64ビット

CPU インテル® Celeron® プロセッサー N3350 
( 2 コア / 1.10GHz / バースト時最大 2.40GHz / 2MB スマートキャッシュ )

グラフィックス
インテル® HD グラフィックス 500 

(メインメモリからシェア)

メモリ 4GB LP DDR4

ストレージ 64GB eMMC

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
micro SD カードリーダー 

[ 対応メディア:micro SD メモリカード(SDXC, SDHC含む) ]

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

マウス / キーボード オプション ※ BTO 選択可能
Logicool Wireless Combo MK235 

[ 2.4GHz無線 ] 
( 108日本語キー / 無線マウスセット )

その他
● USB 2.0×1 (前面×1) ● USB 3.0×1 (前面×1) ● 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) ●
無線 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 433Mbps対応 + Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール ● ケンジントンロック×1 ● micro USB ポート(給電用) ※専用

AC アダプタ以外は使用しないでください。

Office オプション ※ BTO 選択可能
Microsoft® Office Personal 2016 

( Word / Excel / Outlook )

付属品
VESA マウントキット (75mm、100mm 規格対応) 

AC アダプタ×1

消費電力 最大消費電力 24W

本体寸法
(幅×奥行×高さ) 70×70×34.1mm

重量（本体） 約 164g

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) 37,800円 57,800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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