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MousePro、第 8 世代 Core™ プロセッサー採用 
13.3型ビジネスモバイルノートパソコン 1月 19日（金）販売開始！

2018.01.19

マウスコンピューターTOP > MousePro、第 8 世代 Core™ プロセッサー採用 1…
Like 0 ツイート 0

法人向けノートパソコン「MousePro NB3 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)」より、第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー採用 13.3型ビジネスノートパソコンを 2018年 1月 19日（金）より販売開始します。

本製品は、ビジネス用モバイルノートとして長らくご愛顧いただいている MousePro NB3 シリーズの最新モデルです。従来製品にお寄せいただいた
お客様のご意見をもとに、よりビジネスに適したモバイルノートとして生まれました。
一例として、移動中や会議中も周りの環境を気にせずタイピングができる打鍵音が低減されたキーボードを採用しました。バッテリー駆動時間が最大
8.1 時間※ と約 44％ 増加、さらにオプションでは最大 14.6 時間※ の長時間駆動が可能な大容量バッテリーの選択ができるようになり、出張や営業
先への持ち運び用の端末としてより便利になりました。
また、CPU は最新の第 8 世代インテル® Core™ プロセッサーを採用、従来製品と比較し、アプリケーション処理性能が最大 23％ 向上。ストレー
ジ、メモリ容量なども豊富なカスタマイズメニューからご選択いただくことができ、インターフェースには、新たに汎用性の高い USB 3.0 ポート
(Type-A) を 3基搭載しました。 

※(インテル® Core™ i5-8250U プロセッサーモデル / JEITA2.0測定方式)

価格は第 7 世代インテル® Celeron® プロセッサー 3865U 搭載「MousePro-NB391C」が 62,800円（税別）より、第 8 世代インテル® Core™ i5-

8250U プロセッサー搭載「MousePro-NB391H-SSD」が 99,800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 NB3 シリーズ 製品ページ

製品特長

お客様のご要望・ご意見を反映した、よりビジネスの場にふさわしい作り

本製品のキーボードは従来製品より打鍵音が低減され、移動中や会議中の使用においても周りを気にせず作業を行うことができます。さらに、液晶の
開閉角度が従来製品より 10度広がったことで、机上に置いて作業を行う際の画面視認性が向上しました。

バッテリー動作時間向上で持ち運びが快適に

本製品はバッテリーに 3 セルのリチウムイオン電池を採用し、最大 8.1 時間のバッテリー稼働 (JEITA2.0測定方式) を実現しております。従来製品同
様 1.5kg という携帯しやすい重量を維持したまま、バッテリー駆動時間を約 44％ 増加したことで、持ち運び用の端末としてさらに便利な製品となり
ました。
さらに、最大 14.6 時間の長時間駆動を実現する大容量バッテリーをオプションとしてご用意。複数バッテリーの持ち歩きや充電によるわずらわしさ
を解消します。

第 8 世代インテル® Core™ プロセッサーと、豊富なカスタマイズを展開

本製品は第 8 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載したことで、従来製品と比較しアプリケーション処理速度が約 23％ 向上。ストレージで
は、カスタマイズで NVMe SSD が選択でき、メモリでは、搭載容量が従来製品の最大 16GB から、本製品の最大 32GB と 2倍になったことで、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も快適に動作します。

＜PCMARK 8＞ 

・PCMARK8 ver 1.4.0 (Creative accelerated) 

・Windows 10 Pro 64ビット環境 

・新製品  インテル® Core™ i7-8550U / 8GBメモリ / 128GB M.2 SSD / 480GB SSD (スコア：4533) 

・従来製品 インテル® Core™ i7-5500U / 8GBメモリ / 128GB M.2 SSD / 480GB SSD (スコア：3662) 

※ 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。

ビジネスモデルに必要とされるインターフェースを標準搭載

本体両側面に USB ポートが配置され、マウスやキーボード等の USB デバイスを左右のどちらにも接続しやすい設計となっています。また、ギガビ
ット LAN ポート、WLAN 802.11ac にも対応し、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 ポートを採用し、3画面同時出力(本体液晶含む)にも対応、さらに利用機会の多い VGA ポートも搭載しているため、出張先でのプロジェクタ
ー、共有スペースのディスプレイ利用時にも柔軟に対応します。

24時間 365日無償電話サポート対応

24 時間 365日の無償電話サポートサービスと、ご購入から 1 年間の無償修理保証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 NB3シリーズ仕様詳細

製品型番 MousePro-NB391C MousePro-NB391H-SSD MousePro-NB391Z-MHD

OS Windows 10 Pro 64ビット

CPU インテル® Celeron® 3865U プロセッサー 
( 2コア / 1.80GHz / 2MBスマートキャッシュ )

インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 
( 4コア / 1.60GHz / TB 最大時 3.40GHz / 6MB

スマートキャッシュ / HT 対応 )

インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 
( 4コア / 1.80GHz / TB 最大時 4.00GHz / 8MB

スマートキャッシュ / HT 対応 )

グラフィックス
(ビデオメモリ)

インテル® HD グラフィックス 610 インテル® HD グラフィックス 620

(搭載メモリの半分を上限にシェア)

メモリ

4GB (4GB×1) 
PC4-17000 DDR4 SODIMM

8GB (8GB×1) 
PC4-19200 DDR4 SODIMM

最大 32GB (16GB×2)

ストレージ

M.2 -
128GB 

(M.2規格 / Serial ATAIII 接続)

SSD -
240GB 

(6Gbps / Serial ATAIII 接続)
-

HDD 500GB Serial ATAII 
(Serial ATAIII 接続)

-
500GB Serial ATAII 
(Serial ATAIII 接続)

光学ドライブ ( BTO にて外付 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
13.3型 HD ノングレア 

( LED バックライト / 1,366×768 )
13.3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

インターフェース
● HDMI ポート×1 (左側面×1) ● D-SUB×1 (右側面×1) ● USB 3.0 Type-A×3 (左側面×1、右側面×2) ● イーサネット×1 (1000Base-T/100Base-

TX/10Base-T対応 / 左側面×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 100万画素

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 ( 87キー / ピッチ約 18.8mm / ストローク約 1.5mm )

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 8.3 時間 (JEITA2.0) 約 8.1 時間 (JEITA2.0) 約 7.5 時間 (JEITA2.0)

重量 約 1.5kg ( ※付属品を含まず )

本体寸法
幅×奥行×高さ

約 324×234×22.5mm ( 折り畳み時 / 突起部含まず ) 
約 324×234×25.0ｍｍ ( 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) 62,800円 99,800円 114,800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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