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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：東京都中央区、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、文教向けOS「Windows 10 Pro Education」

が搭載されたタブレットパソコン2機種を11月1日（木）より販売いたします。 

本製品は、文教向け OS「Windows 10 Pro Education」を搭載した教育機関向けのWindows ライセンス

割引プログラム（Shape the Future）を通じて、対象製品をお得な価格で購入できます。プログラム適用対象は、

文部科学省が定める初等中等教育機関「K-12」の範囲である小学校、中学校、高等学校で、対象機関に所属

する教務員または教育委員会の方となります。 

販売開始キャンペーンとして、対象ライセンスが適用されるタブレットパソコンのモニター提供を、1団体10台まで

行います。※1 

製品価格は、「MousePro-P116A-EDU」および「MousePro-P120A-EDU」いずれも4万9800円（税

別）より、マウスコンピューターWEB サイト、法人営業窓口にて販売を開始いたします。  

※1 合計40台に達し次第終了。K-12対象の学校機関に所属する教務員もしくは教育委員会への提供となり、タブレットパソコンを

活用した事例報告、もしくは取材による事例掲載にご協力いただけることが条件となります。 

 

 

MouseProホームページ ： https://www.mouse-jp.co.jp/business/ 

文教向け製品ホームページ ： https://www.mouse-jp.co.jp/business/education/ 

MousePro Pシリーズ 製品ページ : https://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-p/ 

モニター応募WEBページ(教育家庭新聞特設ページ)※：https://www.kknews.co.jp/mp.html 

※公開は11月5日（月）10：00～ 

 

MousePro、文教向け OS搭載タブレットパソコンを 

11月 1日（木）販売開始！ 

～本製品のモニターを小中高教育機関へ募集～ 

 

文教向けタブレットパソコン 「MousePro P-EDU シリーズ」 
 ※画像はイメージです。 

情報解禁日時：11月 1日（木）11:00以降 

News Release 

株式会社マウスコンピューター 

https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.kknews.co.jp/mp.html
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■新製品特長                                                    

■教育機関向けWindows ライセンス割引プログラム適応でお求めやすいデバイス価格に 

本製品は、文教向け OS「Windows 10 Pro Education」を標準搭載しており、マイクロソフトの提供する教育機

関向けのWindows ライセンス割引プログラム（Shape the Future）を通じて、対象製品をお得な価格で購入で

きます。プログラム適用対象は、文部科学省が定める初等中等教育機関（K-12）の範囲である小学校、中学校、

高等学校で、対象機関に所属する教務員または教育委員会の方が購入できます。 

 

■2in1でタブレット、ノートパソコンの切り替えで幅広い教育現場に対応するタブレットパソコン 

・MousePro-P116A-EDU 

落下衝撃耐性 (JIS規格基準の試験による評価) 、防塵 (IP5X準拠)を兼ね備え、スタイラスペンを使用し自

由な描画、書き込みが可能な 2in1 タブレットです。本体キーボード部分を約 360度回転させることにより、簡単にノ

ートパソコンとタブレットの形状を切り替えることが可能です。 

 

 

・MousePro-P120A-EDU 

高精細・広視野角な フル HD+ 解像度のグレア液晶で、2,160×1,440 / アスペクト比 3:2 の画面領域を広

視野角で確保した 2in1 タブレットです。本体重量は約 728g、キーボードカバーを取り付けても約 1.2kg と軽量で、

児童も持ち運びやすい重さになっています。 

本体カバーと兼用のキーボードは、マグネット着脱方式なので取り外し作業も容易です。キーボードと本体との接続は

無線方式ではないため、ペアリングや充電などを行う必要はありません。 
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■文教向け OS を搭載したタブレットパソコンを、最大 40台 小中高教育機関に提供 

本 OS を搭載したタブレットパソコン 2機種、1校最大 10台（累計 40台に達し終了）まで全国の国公私立小

学校、中学校、高等学校、義務教育学校に属する教務員および教育委員会へ提供し、モニターを募集いたします。 

対象のタブレットパソコンは今回発売する「MousePro-P116A-EDU」、および「MousePro-P120A-EDU」の 2

機種となります。 

両機種ともタブレット、ノートパソコンの切り替えが誰でも簡単に行えるつくりとなっており、教室内での学習や、課外授

業での持ち歩きにも適した汎用性の高い製品となります。 

 

 

 

 ・ 募集概要 

期間：11月 5日（月）10:00 ～ 11月 23日（金）17:00 

対象：全国の国公私立小学校、中学校、高等学校、義務教育学校に属する教務員および教育委員会 

台数：1団体最大 10台まで、合計 40台(累計 40台に達し次第終了) 

条件：タブレットパソコンを活用した事例報告、もしくは取材による事例掲載にご協力いただけること 

応募方法：希望機種、台数、活用目的を明記して応募WEB より申し込み 

応募WEB ページ：https://www.kknews.co.jp/mp.html （教育家庭新聞） 

※本企画は、教育家庭新聞のご協力のもと、実施の企画となります。 

 

■24時間 365日無償電話サポート対応 

ご購入から 1年の間、無償ピックアップ修理保証と 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） 

 

 

 

 

MousePro-P116A-EDU MousePro-P120A-EDU 

https://www.kknews.co.jp/mp.html
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■製品仕様                                                      

製品型番 MousePro-P116A-EDU MousePro-P120A-EDU 

OS Windows 10 Pro Education 64 ビット 

CPU 
インテル® Celeron® プロセッサー N3450 

( 4 コア / 1.10GHz / バースト時 2.20GHz / 2MB スマートキャッシュ ) 

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 

（最大でメインメモリの約 50％を使用） 

メモリ 
4GB (オンボード) 

PC3-14900 DDR3L SODIMM (固定) 

ストレージ eMMC 64GB (固定) 

光学ドライブ 搭載なし 

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：マイクロ SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)］ 

液晶パネル 

11.6 型ワイド液晶パネル  

(1,366×768 / 光沢 / 10 点マルチタッチ対応 / 

硬度 7H) 

12 型ワイド液晶パネル 

（2,160×1,440 / 光沢 / 10 点マルチタッチ対

応 / 硬度 6H / Microsoft Pen Protocol 

( MPP ) 対応） 

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 

● USB 3.0 Type-A×1 (左側面×1) ● USB 

3.0 Type-C×1 (左側面×1 / AC用給電ポート

兼用) ● ヘッドフォン/マイク コンボジャック（4 極ミ

ニジャック / CTIA準拠）×1 (左側面×1) ●無

線 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 準拠 (最大 

433Mbps 対応) + Bluetooth 4.2 モジュール内

蔵 

● USB 3.0 Type-C×1 (右側面×1 / 給電ポー

ト兼用） ● ヘッドフォン / マイク コンボジャック（4

極ミニジャック / CTIA準拠）×1 （左側面×1） 

●Bluetooth® Bluetooth 4.2● 無線 LAN    

IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 準拠（最大

433Mbps対応） 

WEB カメラ 100 万画素 500 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 ( 84 キー / ピッチ約 16.9mm 

/ ストローク約 1.5mm ) 

日本語キーボード （ 87 キー / ピッチ約 18mm 

/ 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 ） 

内蔵リチウムポリマー電池または AC100V 

（AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出

力 12V DC 24W） 

動作時間 約 10.3 時間 (JEITA2.0) 約 8.4 時間（JEITA2.0） 

重量 約 1.39kg ( ※付属品を含まず ) 
約 728g（本体のみ） 

約 1.2kg（キーボードカバーを含む） 

本体寸法 

幅×奥行き×高さ 

約 298.5×207.3×20.0mm 

( 折り畳み時 / 突起部含まず ) 

約 298.5×207.3×21.4mm 

( 折り畳み時 / 突起部含む ) 

約 283×202×8.0 mm  

（本体のみ / 突起部含まず） 

約 284×203×8.0 mm  

（本体のみ / 突起部含む） 

約 286×210×21.8 mm 

（キーボードカバー含む） 
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保証期間 1 年間無償ピックアップ修理保証・24 時間×365 日電話サポート 

販売価格（税別） 4 万 9800 円 4 万 9800 円 

 


