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MousePro、Windows 10 IoT Enterprise搭載 
特定業務向け小型パソコン
6月13日（水）販売開始！

2018.06.13

マウスコンピューターTOP > MousePro、Windows 10 IoT Enterprise搭載特定…
Like 0 ツイート 0

特定業務専用の小型パソコン

「MousePro-C100P-IoT」 

※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、
Windows 10 IoT Enterprise（CBB）搭載の小型パソコンを6月13日（水）11：00より販売開始いたします。

Windows 10 IoTは組み込み機器向けのOSで、特定業務専用の端末を作成するために、OS機能をカスタマイズできます。ロックダウン機能により、使
用用途によって端末利用者が操作できる範囲を細かく制限可能なので、シンクライアント端末としての利用や、専用端末として導入いただくことがで
きます。
本製品は、継続してWindows機能の更新が適用される「CBB (Current Branch for Business)」を採用いたしました。更新適用時期を最大12カ月延期で
きることで、システム管理者が導入後十分な検証を行ってから更新の適用が可能です。
本OSを採用した「MousePro Cシリーズ」は、本体寸法 70×70×34.1mm、本体重量 約164gの小型サイズながら、HDMI端子、USB3.0端子、microSD

カードリーダー、無線LAN、RJ-45などビジネス利用で必要とされるインターフェースを搭載しています。 

さらに、ネットワーク経由での起動、HDMI接続機器との電源連動、指定時間に起動などの複数方法にて本体の電源制御などを行うことができるBIOS

機能を用意いたしました。

販売価格は 3万9800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

Windows 10 IoT 製品ページ

新製品特長

Windows 10 IoT Enterprise搭載

Windows 10 IoTは組み込み用途向けに最適化されたOSで、「デジタルサイネージ」、「KIOSK端末」、「ATM端末」、「POSレジ端末」などの特定
業務用端末としてご利用いただけます。Windowsアプリケーションがそのまま動作するので、デバイス用に新しくアプリケーションを開発する必要は
ありません。

「ロックダウン機能」をご使用いただくことで、業務内容に合わせたOSの機能制限が行えます。USBアクセスを制限する「USB Access」や、再起動
をすると初期状態に戻す「Unified write Filter」機能を使用して、システムが端末利用者に変更されることを防止し、盗難や紛失時に情報流出を防ぐこ
ともできます。

・「CBB（Current Branch for Business）」の更新タイミング 

本製品は一般的なビルド配信タイミングである「CB (Current Branch)」から3～4カ月遅れで配信開始されます。配信期間は「CB」の2倍の期間行わ
れるため、最大12カ月の適用延長を行うことができます。セキュリティー、バグフィックスについては通常通り自動適用されますので、長期間セキュ
リティーリスクにさらされる心配はありません。更新データのダウンロード自体も抑制可能なため、アップデート作業による計算資源の優占を防ぐこ
とができます。

超小型筐体で、ビジネス利用に十分な拡張ポートを搭載

本体寸法 70×70×34.1mm、本体重量 約164g と小型ながら、HDMI端子、USB3.0端子、microSD カードリーダー、無線LAN、RJ-45などのビジネス利
用に十分なインターフェースを搭載しています。VESA マウントキット標準搭載しているので、ディスプレイや大型テレビの背面へ取り付けての運用
も可能です。本体にはファンシンクを搭載しており、十分な冷却性能と静音性を兼ね備えています。見た目もシンプルな形状ですので設置場所を問わ
ずご利用いただけます。

・本体の電源制御機能を複数搭載
ネットワーク経由での起動、HDMI接続機器との電源連動、指定時間での起動をBIOS機能にてご用意いたしました。有線LAN経由やスイッチコンセン
トと連動しての一括起動が行えるため、多数の機器を同時運用する際に最適です。また、HDMIへ接続した出力機器側の電源と連動してPC本体の電源
が動作するように設定できるため、パソコン本体を手が届かないところへ配置しても電源ON/OFFが可能です。

※記載のBIOS機能は無効に設定して出荷します。全ての接続機器、環境での動作を保証する機能ではありませんので、お客さま自身で機能の特徴をご理解上、検証評価を十
分に行ってください。

24時間 365日無償電話サポート対応

ご購入から1年間、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3年間まで延長がで
き、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-C100P-IoT

OS Windows 10 IoT Enterprise (CBB) 64ビット

CPU インテル® Celeron® プロセッサー N3350 
( 2 コア / 1.10GHz / バースト時最大 2.40GHz / 2MB キャッシュ )

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 500 
(メインメモリからシェア 搭載メモリの半容量)

メモリ 4GB LPDDR4

ストレージ eMMC 64GB

カードリーダー
microSD カードリーダー 

[ 対応メディア:microSD メモリカード(SDXC, SDHC含む) ]

光学ドライブ -

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

● HDMI 端子×1 (背面×1)

その他
● USB 2.0端子×1 (前面×1) ● USB 3.0端子×1 (前面×1) ● LAN 端子×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1) ● 無線 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
準拠（最大433Mbps対応）＋ Bluetooth 4.0 ● ケンジントンロック×1 ● microUSB 端子(給電用) ※専用ACアダプタ以外は使用しないでくださ

い。

マウス / キーボード (BTOにて選択可能)

電源
AC100V 

（ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力12V DC 24W）

重量 約 164g (本体のみ)

本体寸法
幅×奥行き×高さ 70×70×34.1mm

付属品 VESA マウントキット (75mm、100mm 規格対応)

付属ソフト

特定用途専用アプリケーションをプリインストール。 
※ 特定用途専用アプリケーションとして、 

「mouse スマートホーム」管理ソフトをインストールしています。 
mouse スマートホーム   https://www.mouse-jp.co.jp/smarthome/

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） 3万9800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。※
ntel、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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