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MousePro、デザイン一新により拡張性・冷却性を強化した 
省スペース型デスクトップパソコン1月 26日（金）販売開始！

2018.01.26

マウスコンピューターTOP > MousePro、デザイン一新により拡張性・冷却性…
Like 0 ツイート 0

法人向けデスクトップパソコン「MousePro Sシリーズ」 

※画像はイメージです。※液晶ディスプレイはオプションです。

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）」より、拡張性を強化した省スペース型デスクトップパソコン「MousePro Sシリーズ」を 2018年 1月 26日（金）より販
売を開始します。

販売から 3年もの間、多くの法人様にご愛好いただいている「MousePro Sシリーズ」ですが、ケースデザインを一新したことで従来製品と比較し設
置面積が7％削減、デスク上にも設置しやすくなりました。 

なお、ケース内部は拡張性を向上し、ストレージのラインアップなどの、カスタマイズによる選択肢を広げました。
一例として、ストレージは最大で 3.5インチを 1基、2.5インチを 2基、NVMe SSD を 1基と、最大合計 4基までご選択いただけます。グラフィックス
カードは、GeForce® GTX 1050、Quadro® P600が選択可能です。 

拡張ポートは、従来の製品と同じく、USB 3.0 端子を 2基、USB 2.0 端子を 2基、オーディオ端子を各 1基前面下部に実装し、接続のしやすさを重視
しています。

製品価格は 54,800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

製品ページ

製品特長

設置面積 7％削減、作業スペースを圧迫しない省スペース型デスクトップ

従来の製品と比較し、奥行きが 22mm 小さく、設置面積が 7％削減されたことで、デスク上においても作業スペースを確保できます。一般のオフィ
スの他、コールセンター、学校のパソコンルームなどの、設置スペースに限りのある環境に最適です。

拡張性・冷却性能の向上により、ストレージ、グラフィックスカードのラインアップが増加

光学ドライブをスリムタイプに変更したことで、ケース内部の拡張性を向上させました。
従来の製品では 2.5インチおよび 3.5インチのストレージを合わせて同時搭載可能数は最大 2基でしたが、本製品では新しく NVMe SSD も選択可能と
なり、最大で合計 4基を搭載できます。構成としては、3.5インチを 1基 / 2.5インチを 2基 / NVMe SSD を 1基、同時に搭載可能です。 

OS 用に SSD を、データ用に HDD を搭載し、さらに起動速度を重視するアプリを NVMe SSD で管理するなど、用途に合わせた構成をご選択いただ
くことが可能です。

また従来の製品では最大 220W の搭載電源が、本製品では 300W に変更になりました。省スペース型ながら、グラフィックスカードには、GeForce®

GTX 1050、Quadro® P600 を搭載可能で、4K 液晶への接続や、3D グラフィックスソフトをお使いの方にもおすすめの製品です。

さらに、本製品の排熱、エアフローは、設置される環境を考慮し、電源ユニットは背面から、本体ケース内部は上部から排熱する設計となっていま
す。

接続しやすい配置と、豊富なインターフェース

インターフェースは、従来の製品と同様、USB 3.0 端子を 2基、USB 2.0 端子を 2基、オーディオ端子を各 1基、前面下部に実装し、接続しやすさを
重視したつくりになります。
背面には、USB 3.0 端子を 2基、USB 2.0 端子を 2基搭載し、複数の周辺機器を接続できます。 

液晶ディスプレイの端子は、D-Sub 端子、DVI-D 端子の 2種類を搭載していることで、お手持ちの液晶ディスプレイとの親和性も高くなります。（※
オンボードモデルの場合）

※オンボードモデルの場合。構成によって異なる場合がございます。

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 5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 S299E MousePro S299XQP06-MHD

OS Windows 10 Pro 64ビット

CPU インテル® Celeron® プロセッサー G3930 
( 2コア / 2.90GHz / 2MB スマートキャッシュ )

インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー 
( 4コア / 3.60GHz / TB 最大時 4.20GHz / 8MB 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 610 
(搭載メモリの半分を上限にシェア)

Quadro® P600 
（GDDR5/2GB）

メモリ

4GB (4GB×1) 
PC4-19200 DDR4

16GB (16GB×1) 
PC4-19200 DDR4

最大 32GB (16GB×2)

ストレージ

M.2 -
256GB Samsung SM961 

(M.2 規格 / PCI Express x4 接続)

SSD -

HDD 500GB Serial ATAIII 7200rpm 2TB Serial ATAIII 7200rpm

光学ドライブ ( BTO にて内蔵光学ドライブを追加可能 )

チップセット インテル® H110 チップセット

カードリーダー -

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

その他
I/O ポート：● PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1、Mini DIN 6 ピン) ● USB 3.0 ポート×4 (前面×2、背面×2) ● USB 2.0 ポート×6

(前面×2、背面×4) ● サウンド ヘッドフォン (前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1 / 背面×1)、ラインイン/ラインアウト/リアスピーカー/センタ
ー・サブウーファー (背面×各1) ● LAN ポート×1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応、背面×1、RJ-45)

ディスプレイ・ポート ●DVI-D×1 (背面×1) ●D-Sub×1 (背面×1)
●Mini DisplayPort×4 (背面×4) 
※ 全ポート同時出力可能 

※ mDP-DP/DP-DVI 変換コネクタ×各 1付属

拡張スロット PCI Express×16 スロット×1 (空き×1) PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)

拡張ストレージベイ 3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0)、2.5 インチシャドウベイ×2 (空き×2)

マウス USB 光学式スクロールマウス

キーボード USB 日本語キーボード (109キー)

電源 300W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法
(幅×奥行き×高さ) 約 99×340×290mm

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) 54,800円 149,800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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