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MousePro、Quadro® P3000 を搭載した 15.6型モバイルワークステーション 
10月 25日（水）販売開始！

2017.10.25

マウスコンピューターTOP > MousePro、Quadro® P3000 を搭載した 15.6型モ…
Like 1 ツイート 0

法人向けノートパソコン 「MousePro NB9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、法人向けパソコンブランド
「MousePro(マウスプロ)」シリーズより、NVIDIA® Quadro® P3000 を搭載した 15.6型モバイルワークステーションを 2017年 10月 25日（水）より
販売開始いたします。

本製品は、プロフェッショナル向けグラフィックス NVIDIA® Quadro® P3000 を搭載し、CAD や CG 分野に最適な製品となります。旧製品 (

NVIDIA® Quadro® M3000M 搭載 MousePro-NB995Z ) と比較して 3D アプリケーションの処理能力が最大約 27％ 向上、内蔵メモリ容量は 4GB から
6GB へ増加しております。メモリ量が増加したことで、データサイズの大きなテクスチャや 3D データの処理において、より良いパフォーマンスを発
揮することが期待できます。また、EDIUS などの QSV ( Quick Sync Video ) 対応ソフトで動画エンコードを行う場合、大幅な処理時間の短縮が見込
めます。搭載グラフィックスにより動画のエフェクト処理も高速に行えますので、映像編集分野でも活躍が期待できます。インターフェースに USB

3.1 Type-C を搭載し、高速データ転送が必要なデバイスにも対応可能です。 

またセキュリティ機能として Windows Hello 対応の指紋認証デバイスを標準搭載しており、ログイン時にパスワード入力を行うことなく、スピーデ
ィーに作業を開始することが期待できます。本体重量が約 2.2kg と旧製品と比較して約 1.2kg 軽量化。バッテリー駆動時間も約 85％ 向上して約 6.3

時間 ( JEITA2.0 ) となっており、持ち運びでの作業性が大きく向上しております。

製品価格は 199,800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
始しております。

MousePro ホームページ

MousePro NB9シリーズ 製品ページ

新製品特長

プロフェッショナル向けグラフィックス NVIDIA® Quadro® P3000

最新のプロフェッショナル向けグラフィックス「NVIDIA® Quadro® P3000」を搭載した事により、旧製品（ NVIDIA® Quadro® M3000M 搭載機 ）と
比較して 3D 処理を扱うアプリケーションが最大約 27％ 性能向上しております。ビデオメモリには広帯域な GDDR5 を搭載し、メモリ容量を旧製品
( NVIDIA® Quadro® M3000M ) の 4GB から 6GB へ増加。容量の大きなテクスチャ、3D データをメモリ内に展開したときに、より良いパフォーマン
スを発揮することが見込まれます。

＜SPECviewperf 12 ベンチマーク＞・SPECviewperf 12.1 

・Windows 10 Pro 64ビット環境 

・新製品(MousePro-NB991Z) インテル® Core™ i7-7700HQ / 32GBメモリ ※カスタマイズした構成 / NVIDIA® Quadro® P3000 (6GB) 

・旧製品(MousePro-NB995Z) インテル® Core™ i7-6700K / 32GBメモリ / NVIDIA® Quadro® M3000M (4GB) 

※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。

Quick Sync Video 対応でエンコード時間が大幅短縮

旧モデル ( MousePro-NB995 ) では非対応だった QSV ( Quick Sync Video ) が対応となり、EDIUS などの QSV 対応ソフトを使用することで動画エン
コードが高速化されます。

＜EDIUSエンコード＞・EDIUS Pro 8 ver 8.52.2293 

・Windows 10 Pro 64ビット環境 

・新製品(MousePro-NB991Z) インテル® Core™ i7-7700HQ / 32GBメモリ ※カスタマイズした構成 / NVIDIA® Quadro® P3000(6GB) 

・旧製品(MousePro-NB995Z) インテル® Core™ i7-6700K / 32GBメモリ / NVIDIA® Quadro® M3000M(4GB) 

※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。

USB 3.1 Type-C ポートを標準搭載

USB 3.1 Type-C ポートを 2個搭載。規格に対応したデバイスを接続することで、理論上 USB 3.0 の 2倍速くデータ転送を行うことができます。外付
けストレージと大容量のデータをやり取りする際にも、待ち時間を大きく短縮することが期待できます。

携帯性の高いワークステーションノート

本体重量が約 2.2kg となり旧製品より約 1.2kg 軽量化。外出先へ開発環境の持ち運びや、データ確認などの用途に最適です。本製品のバッテリー駆動
時間は約 6.3 時間 ( JEITA2.0 ) で、旧製品に比べてバッテリー駆動時間が約 85％ 向上。アイドル時の消費電力も約 11％ 低下したことにより、大幅な
省電力化を達成しております。

指紋認証でのログインに対応

Windows Hello に対応した指紋認証センサーを標準搭載。ログイン時にパスワード入力を行うことなく、スピーディーに作業を開始することが期待で
きます。

4画面同時出力に対応

出力端子には HDMI×1、Mini DisplayPort×2、が搭載されており、本体ディスプレイと合わせて 4画面同時に出力を行うことが可能です。Mini

DisplayPort / HDMI ポートは 4K 出力に対応しておりますので、外部ディスプレイを接続して作業面積を大きく広げ、より効率的に作業を進めること
ができます。

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-NB991Z MousePro-NB991Z-SSD MousePro-NB991Z-M2

OS Windows 10 Pro 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー 
( 4コア / 2.80GHz / TB最大時 3.80GHz / 6MBスマートキャッシュ / HT対応)

グラフィ
ックス

NVIDIA® Quadro® P3000 GDDR5 6GB

メモリ
8GB (8GB×1) PC4‐19200 DDR4 SODIMM 16GB (8GB×2) PC4‐19200 DDR4 SODIMM 16GB (8GB×2) PC4‐19200 DDR4 SODIMM

最大 32GB (16GB×2)

ス
ト
レ
ー
ジ

SSD - 480GB (Serial ATA 接続) 256GB (M.2接続)

HDD 500GB 5400rpm (Serial ATA 接続) - 1TB 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

チップセ
ット

モバイル インテル® HM175 チップセット

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)

解
像
度

内蔵
液晶

1,920×1,080

外部
出力

最大 3,840×2,160 
※ 外部ディスプレイの仕様により表示可能な解像度は異なります

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) ● Mini DisplayPort×2 (左側面×2) ● USB 3.0 Type-A×3(左側面×2、右側面×1) ● USB 3.1 Type-C ×2(左側面×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 (右側面×1) ● マイク入力×1 (右側面×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

200万画素

指紋認証 タッチパッド上に搭載 ( Windows Hello 対応 )

マウス タッチパッド ( スクロール機能付き )

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 150W ）

動作時間 約 6.3 時間 (JEITA2.0)

重量 約 2.2kg ( ※付属品を含まず )

本体寸法 
幅×奥行×
高さ

約 380×255×21.3mm ( 折り畳み時 / 突起部含まず ) 
約 380×255×24.6mm ( 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) 199,800円 249,800円 259,800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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