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第8世代インテル® Core™ プロセッサー搭載、 
法人向けデスクトップパソコン5月10日販売開始

2018.05.10

マウスコンピューターTOP > 第8世代インテル Core プロセッサー搭載、法人向…
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」、 「MousePro T 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）は、法人向けパソコンブランド「MousePro（マウスプロ）」より、第8

世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載したデスクトップパソコンを5月10日（木）11：00より販売開始いたします。第8世代対応のインテル®

B360チップセットの採用は、「MousePro Sシリーズ」、「MousePro Tシリーズ」のデスクトップパソコンの2シリーズでの展開となります。 

「MousePro Sシリーズ」は、横幅99mmのスリムなシャーシに最大4基のストレージを搭載可能で、高い冷却性能によりインテル® Core™ i7-8700K

プロセッサーまで搭載可能です。机上に設置することも想定し、シャーシの奥行きが短くなっており、使用頻度の高いUSB端子を前面に配置し、周辺
機器の接続を考慮しています。
「MousePro Tシリーズ」は、高い拡張性を持つミニタワー型で、GeForce® GTX 1080などのハイエンドグラフィックスカードを含む多くの拡張カー
ドを選択できます。エアフローを確保するために標準で排熱用ファンを付属し、シャーシの排熱性能も優れています。

製品価格は各シリーズ、 5万4800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 Sシリーズ 製品ページ

MousePro Tシリーズ 製品ページ

新製品特長

第8世代インテル® Core™ プロセッサーとインテル® B360チップセット

従来の製品で採用していた第7世代インテル® Core™ プロセッサーは最大4コアだったところ、本製品における第8世代インテル® Core™ プロセッサ
ーでは最大6コアを選択いただくことができます。コア数が増加したことにより、マルチスレッド対応ソフト利用時に、第7世代搭載製品よりもアプリ
ケーション処理速度の向上が見込めます。対応メモリクロックの速度も向上しており、PC4-21300規格のメモリを搭載することができます。※ 

※PC4-21300規格はインテル® Core™ i5プロセッサー以上を搭載したモデルのみ選択可能です。

MousePro Sシリーズ

MousePro Sシリーズは、シャーシの横幅が約99mm、奥行きが約340mmと設置面積が小さく、机上に設置した際も限られたスペースを最大限に活用
できます。省スペース設計でありながら、SSD、HDD、NVMe SSDなど、最大4基のストレージを搭載可能です。冷却性能も高く、インテル® Core™

i7-8700K プロセッサーとロープロファイルグラフィックスカードを同時に搭載することができます。

MousePro Tシリーズ

MousePro Tシリーズは拡張性の高いミニタワータイプで、Quadro® / GeForce® などのハイエンドグラフィックスカードを含む多くの拡張カードを
搭載可能です。総合的な性能を必要とされる、CAD、3DCG、動画編集などのクリエイティブな業務に最適なシリーズです。 ハイエンド構成にも耐
えられるよう、シャーシ前面のエアホールから吸気された空気は背面のケースファンより排気するよう、エアフローの設計を行っています。

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365日の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客さまのパソコンのある生活を万
全な体制でバックアップします。（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-S200E MousePro-S200XQP06-SSD

OS Windows 10 Pro 64ビット

CPU インテル® Celeron® プロセッサー G4900 インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー

グラフィックス
（ビデオメモリ）

インテル® UHD グラフィックス 610 Quadro® P600 (2GB)

メモリ PC4-19200 DDR4 4GB (4GB×1) PC4-21300 DDR4 8GB (8GB×1)

ストレージ

HDD 500GB 7200rpm 
(6Gbps/ Serial ATA接続)

(オプションにて選択可能)

SSD (オプションにて選択可能) 240GB (6Gbps/ Serial ATA接続)

M.2 SSD - (オプションにて選択可能)

チップセット インテル® B360 チップセット

カードリーダー -

光学ドライブ (オプションにて選択可能)

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

ディスプ
レイ

DVI-I ポート×1 (背面×1)、 
DisplayPort×1 (背面×1)

Mini DisplayPort×4 (背面×4)

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

USB 3.1 ポート×2 (背面×2) ● サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイク入力×1 (背面×1) ● LAN ポート×1
10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

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)

3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)、 
2.5 インチシャドウベイ×2 (空き×1)

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 TFX 300W (80PLUS® BRONZE)

重量 約 4.8kg 約 4.4kg

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） 5万4800円 12万4800円

製品型番 MousePro-T300E MousePro-T300XQP4-M2

OS Windows 10 Pro 64ビット

CPU インテル® Celeron® プロセッサー G4900 インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー

グラフィックス
（ビデオメモリ）

インテル® UHD グラフィックス 610 Quadro® P4000 (8GB)

メモリ PC4-19200 DDR4 4GB (4GB×1) PC4-21300 DDR4 16GB (16GB×1)

ストレージ

HDD 500GB 7200rpm 
(6Gbps/ Serial ATA接続)

(オプションにて選択可能)

SSD (オプションにて選択可能)

M.2 SSD -
512GB NVMe 

(M.2規格/ PCI Express ×4 接続)

チップセット インテル® B360 チップセット

カードリーダー (オプションにて選択可能)

光学ドライブ (オプションにて選択可能)

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

ディスプ
レイ

DVI-I ポート×1 (背面×1)、 
DisplayPort×1 (背面×1)

DisplayPort×4 (背面×4)

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

3.1 ポート×4 (背面×4) ● サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイク入力×1 (背面×1) ● LAN ポート×1
10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

拡張スロット
PCI Express ×16スロット×1 (空き×1), PCI Express x1スロット×2（空

き×2）
PCI Express ×16スロット×1 (空き×0), PCI Express x1スロット×2（空

き×2）

拡張ストレージベイ

5.25インチオープンベイ×2 (空き×2)、 
3.5 オープンベイ×2 (空き×1)、 

3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)、 
2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)

5.25インチオープンベイ×2 (空き×2)、 
3.5 オープンベイ×2 (空き×2)、 

3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)、 
2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)

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 ATX 350W (80PLUS® BRONZE) ATX 500W (80PLUS® BRONZE)

重量 約 6.5kg 約 6.7kg

本体寸法
幅×奥行き×高さ 約 172×387×361mm

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） 5万4800円 21万9800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、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、
Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における
Intel Corporation またはその子会社の商標です。

※

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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