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MousePro、第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
バッテリー駆動時間を強化した 15.6型ビジネスノートパソコン販売開始
2017.10.19

法人向けノートパソコン 「MousePro NB5シリーズ」
※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 PC ブランド「MousePro(マ
ウスプロ)」シリーズより、第 7 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載した 15.6型ビジネスノートパソコンを 2017年 10月 19日（木）より販売
開始します。
本製品は、15.6型ノートパソコンで、第 7 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載したことで旧モデルに比べ最大 28％ 性能がアップします。バ
ッテリーには 4 セルのリチウムイオン電池を採用。重量を約 2.1kg に抑えながら約 6 時間のバッテリー稼働(JETA2.0測定方式) を実現し、従来モデル
に比べて 43％ も稼働時間が伸びております。液晶には 15.6型ワイドサイズの非光沢液晶を採用し、映り込みが少なく目への負担を軽減します。キー
ボードは 4 列タイプのテンキーを標準搭載し、数値データの入力作業も効率的に行うことができます。外部出力ポートには HDMI ポートと VGA 端子
(D-SUB) を搭載し、3画面同時出力に対応。対応機種の多い VGA 端子(D-SUB)が搭載され、出張先でのプロジェクタ、共有スペースのディスプレイ利
用時にも柔軟に対応いただけます。
製品価格は 79,800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
NB5シリーズ 製品ページ

新製品特長
第7世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載
本製品は第 7 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。従来製品に比べてアプリケーション処理速度が約 28％ 向上しております。最大メモリ搭
載量も旧製品と比較して 2倍になっているため、パソコン起動時や、オフィスアプリケーション等で容量の大きなファイルを開いた時でも動作は快適
です。

＜PCMARK 8＞
・PCMARK8 ver 8.5.2.2293
・Windows 10 Pro 64ビット環境
・新製品(MousePro-NB591)

インテル® Core™ i7-7500U / 32GBメモリ / 480GB SSD (4632)

・旧製品(MousePro-NB590)

インテル® Core™ i7-6500U / 16GBメモリ / 480GB SSD (3615)

※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

バッテリー動作時間向上と本体軽量化で持ち運びが快適に
旧商品では本体重量が約 2.3kg でしたが、新商品では約 10％ の軽量化が行われ約 2.1kg の重量になりました。旧製品よりも重量を抑えつつ約 6 時間
のバッテリー稼働(JETA2.0測定方式) を実現しており、従来モデルに比べて 43％ も稼働時間が伸びております。出張先への持ち運びや、電源が確保
できない環境での作業において、より快適になっております。

ビジネスモデルに必要とされるインターフェイスを標準搭載
本体両側面に USB ポートが配置されているため、使用者が使いやすい位置にマウスやキーボード等の USB デバイスを接続することが可能です。近
年各製品で対応が増えてきている Type-C端子(速度はGen1) にも標準対応しておりますので、最新 USB デバイスも変換ケーブルなしに接続可能で
す。ギガビット LAN ポート、WLAN 802.11ac にも両対応し、速度と利便性を損なうことなくネットワークへ参加ができます。映像出力ポートには
HDMI ポートと VGA端子(D-SUB) を採用し、3画面同時出力にも対応。利用機会の多い VGA端子(D-SUB) があることで、出張先でのプロジェクタ、
共有スペースのディスプレイ利用時にも柔軟に対応いただけます。

4列テンキー対応のキーボード
本体液晶パネルを開くと、本体底面部分が自然にリフトアップ。快適にタイピングできる傾斜が生まれます。キーボードには標準で 4列テンキーが搭
載されておりますので、大量の数値データ入力時も生産性が落ちません。キーストロークは約 1.8mm、キーピッチには 18mm を採用することで、タ
イピングしやすい環境を十分に確保しております。

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。）

MousePro NB5シリーズ仕様詳細

製品型番

MousePro-NB591F

MousePro-NB591H-SSD

OS

CPU

MousePro-NB591Z-SSD-1710

Windows 10 Pro 64ビット
インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ
ー
( 2コア / 2.40GHz / 3MBスマートキャッ
シュ / HT対応)

グラフィ
ックス

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

インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー
( 2コア / 2.70GHz / TB最大時 3.50GHz / 4MBスマートキ
ャッシュ / HT対応)

インテル® HD グラフィックス 620（メインメモリからシェア）
4GB (4GB×1) PC4‐17000 DDR4
SODIMM

メモリ

8GB (8GB×1) PC4‐17000 DDR4 SODIMM

16GB (16GB×1) PC4‐17000 DDR4 SODIMM

最大 32GB (16GB×2)
ス
ト
レ
ー
ジ

SSD

-

240GB (Serial ATA接続)

480GB (Serial ATA接続)

HDD

500GB 5400rpm(Serial ATA接続)

-

-

光学ドラ
イブ

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 (右側面×1)
［対応メディア：SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード］

液晶パネ
ル

15.6型 フルHD ノングレア (LEDバックライト/1,920×1,080 )

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

インター
フェイス

● HDMIポート×1 (左側面×1) ● D-SUB×1 (右側面×1) ● USB 3.0 Type-A×1 (左側面×1) ● USB 3.0 Type-C ×1 (左側面×1) ● USB 2.0×2 (右側面×2) ● イーサネット
×1（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応 / 右側面×1) ● ヘッドフォン出力×1 (左側面×1) ● マイク入力×1 (左側面×1) ●無線 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大
433Mbps 対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

WEBカメ
ラ

100万画素

マウス

タッチパッド

キーボー
ド

日本語キーボード ( 107キー / ピッチ約 18mm / ストローク約 1.8mm )

スピーカ
ー

ステレオスピーカー（内蔵）

マイク

デュアルアレイマイク（内蔵）

電源

内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V
（ AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19V DC 40W ）

動作時間

約 6.0 時間 (JEITA2.0)

重量

約 2.1kg ( ※付属品を含まず )

本体寸法
幅×奥行×
高さ

約 377×259×22.8mm ( 折り畳み時 / 突起部含まず )
約 377×259×32.5mm ( 折り畳み時 / 突起部含む )

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)

79,800円

94,800円

119,800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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