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MousePro、Windows Server 2016 Standard 搭載小型サーバー 
「SV230ST シリーズ」2月 28日（水）販売開始！

2018.02.28

マウスコンピューターTOP > MousePro、Windows Server 2016 Standard 搭載…
Like 0 ツイート 0

法人向けの小型サーバー「MousePro SV230ST 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、Windows Server 2016 Standard を搭載した、法人向けの小型サーバーを 2018年 2月 28日（水）より販
売開始します。

Windows Server 2016 Standard は、全ての企業にお勧めするサーバー用 OS です。ファイルサーバー、データベースサーバー、アプリケーションサ
ーバーなど幅広く対応できる機能が搭載されています。本モデルではセキュリティ対策ソフト「ESET File Security for Windows Server」の 90日無償
体験版が標準付属し、サーバーを設置したその日から安心してシステム運用が可能です。

製品価格は 17万 9800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 SV230 シリーズ 製品ページ

新製品特長

企業導入に最適な Windows Server 2016 Standard の機能

・Active Directory 

「Active Directory」機能により、複数のユーザー、アクセスの一元管理を行うことができます。オンプレミス環境の各ユーザーは、シングルサインオ
ン（SSO）にてアプリケーションやサービスを使用可能になります。 

クラウドサービスで SSO を利用するには、既存製品「Active Directory フェデレーションサービス(AD FS)」の他に、クラウドサービスとの連携が強
化された「Azure Active Directory」のサービス※を利用することで実現できます。 

※ 弊社にてサービスの販売は行っておりません。

・「データ重複除去」機能
サーバー内の保管されているデータ構造から重複している部分をまとめて管理することができる機能で、ストレージの使用領域の効率をアップできま
す。

幅広いカスタマイズ構成

サーバーの構成は、多様なカスタマイズに対応しています。一例として、CPU は低価格帯インテル® Celeron® プロセッサー G3930 から、高性能な
サーバー向けのインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 v6 まで選択可能です。また、メモリは誤り訂正機能を搭載した ECC メモリに標準対応し、
メモリ容量は最大 32GB と従来の製品(MousePro SV220STシリーズ) の約 2倍の容量を搭載可能です。ストレージは最大 5基まで搭載可能で、高信頼
性 HDD「Western Digital WD Red Pro」を標準搭載したモデルもご用意しています。

「ESET社セキュリティソフト」 90日無償体験版を標準付属

本製品は「ESET File Security for Windows Server」の 90日無償体験版を標準付属。ESET File Security はウイルスの検出率、動作の軽さ、満足度に
おいて高い評価を得ており、本製品には Windows Server 用に最適化されたエディションが搭載されております。無償体験版が標準付属されているこ
とで、設置したその日から安心してシステム運用を行うことができます。製品版への移行については、マウスコンピューターの法人営業窓口にてご案
内が可能です。

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 365日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
長することが可能で、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-SV230STE MousePro-SV230STB MousePro-SV230STX-RED

OS Windows Server 2016 Standard

CAL -(※BTOにて追加可能)

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® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 
( 4コア / 3.00GHz / TB 時最大 3.50GHz / 8MB スマートキャッシュ )

グラフィックス Aspeed AST1400

メモリ

4GB (4GB×1) PC4‐19200 DDR4 SO-DIMM
ECC 対応 ※PC4-17000動作

4GB (4GB×1) PC4‐19200 DDR4 SO-DIMM ECC 対応

最大 32GB (16GB×2)

ストレージ HDD RAID-1 1TB 
1TB 7200rpm×2 (Serial ATA 接続)

RAID-1 2TB 
2TB 7200rpm×2 (Serial ATA 接続)

RAID-5 6TB 
Western Digital WD Red™ Pro 2TB

7200rpm×4 
(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 インテル® C232 チップセット

インターフェース ● D-SUB×1 (背面×1) ● USB 2.0×2 (前面×2) ● USB 3.0×2 (背面×2) ● イーサネット×2 (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T対応 / 背面×2)

セキュリティ
キヤノンITソリューションズ 

ESET File Security for Microsoft Windows Server 90日体験版

マウス -(BTOにて追加可能)

キーボード -(BTOにて追加可能)

電源 350W (80PLUS® BRONZE)

重量 約 8.05kg ( ※付属品を含まず )

本体寸法
(幅×奥行き×高さ) 約 200×337×273mm

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) 17万9800円 20万9800円 29万9800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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