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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“（呼称：マウスプロ）より、落下衝撃耐性・防塵対応の 2in1 タブレット

「MousePro-P116」シリーズをリニューアル。 11月21日（水）より販売開始します。  

本製品は、高さ約75cm からの落下試験や IP5X の防塵試験をクリアし、タフさが求められる製造、物流、小

売り、訪問作業、教育現場などで発生するリスクに対応する堅強な 2in1 タブレットです。画面をマルチタッチで操作

するタブレットモードやキーボードを利用して操作するノートパソコンモードなど、360度回転するキーボードをお客さま

が調整して使用方法を選択することができ、幅広い業務をサポートします。 

 CPUは、省電力設計である最新のGemini Lake世代、インテル® Celeron® N4100 プロセッサーを搭載、WEB

カメラが100万画素から200万画素へ向上し、さらにスタイラスペンのペン先を強化しています。 

OS は Windows 10 Pro、4GB メモリ、64GB eMMC、11.6型 10点マルチタッチ液晶を搭載し、重量約 

1.38kg、バッテリー稼働時間は約 10.6 時間（JEITA2.0測定方式）となります。また、高速データ通信「LTE」対

応モジュール搭載したモデルもご用意しております。 

販売価格は、標準モデル「MousePro-P116B」が 5万6800円（税別）から、LTE 搭載モデル「MousePro-

P116BL」が6万4800円（税別）から、教育機関向けの Windows ライセンス 割引プログラム OS を適応した文

教モデル「MousePro-P116B-EDU」は、5万4800円（税別）から、マウスコンピューターWEB サイト、および法人

営業窓口にて販売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

MousePro、落下衝撃耐性・防塵に優れた 

「MousePro P116」シリーズをリニューアル 

11月 21日（水）販売開始！ 

法人向け２in１タブレット 「MousePro P116」シリーズ 
 ※画像はイメージです。 

情報解禁日時：11 月 21 日（水）11:00 以降 

株式会社マウスコンピューター 

News Release 



 ◎製品販売ページ 

「MousePro P116」シリーズ：https://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-p/p116/ 

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

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

 

■製品特長                                                      

■最新のインテル® Celeron® N4100 プロセッサー搭載 

本製品は、省電力設計である最新の Gemini Lake 世代、インテル® Celeron® N4100 プロセッサーを搭載、

従来製品と比べ、演算処理能力が 1.33 倍向上しています。また、CPU の処理データを格納するメモリは、従来の

「PC3L-14900」から「PC4-19200」規格に対応することで高速なデータ処理が可能になります。 

 

 

 

＜測定環境＞ 

CINEBENCH R15 の CPU (Single Core)を測定※ 

「MousePro P116B」：インテル® Celeron® N4100 プロセッサー / 4GB（4GB x 1）/ 64GB eMMC  PC4-19200 DDR4-2400MHz 

従来製品「MousePro P116A」シリーズ：インテル® Celeron® プロセッサー N3450 / 4GB（4GB x 1）/ 64GB eMMC PC3L-14900 

※インテル® Celeron® プロセッサー N3450 を 100%とした場合の相対値で表示しています。 

※ スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。 

 

■落下衝撃耐性・防塵性を実現 

本製品は、JIS に定められる落下試験環境に準拠し、高さ約 75cm からの落下衝撃試験、および IP5X 準拠の

防塵試験を実施し、問題がないことを確認しています。携帯する機会が多いタブレットで問題になりがちな、落下による

破損リスクを低減し、工場・倉庫・屋外のような埃や粉塵が舞っているような環境においても、安定した動作が見込めま

す。 

    

https://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-p/p116/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/


■自由な作業スタイルを実現する 2in1 タブレット 

本製品は、本体キーボード部分を約 360 度回転させることにより、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。事務処理など、じっくりと作業を行う必要がある場面では、ノートパソコンとして作業を行い、外出先での資

料やメール確認の場面では、取り回しの良いタブレットとして使い分けることができます。 

搭載カメラは約 180 度回転し、タブレットとして使用する際には、カメラアプリ、会議アプリの両方でご活用いただけま

す。液晶には 11.6 型（1,366×768）の 10 点マルチタッチ対応パネルを搭載しており、複数人が同じ画面上でタッ

チ操作を行う場面でも、ストレスなく作業を進めることが可能です。 

 

■Windows Hello対応 

Windows Hello に対応した指紋認証センサーを標準搭載。ログイン時にパスワード入力を行うことなく、スピーディ

ーに作業を開始いただくことができます。 

 

■外出先でも手軽にインターネット接続 

LTE モジュールを搭載した「MousePro-P116BL」は、本体側面にある SIM カードスロットに nano SIM カードを

セット※1 することで、外出先でも手軽にインターネット接続を行えます。最近では、Wi-Fi フリースポットのセキュリティーが

問題視されていますが、LTE は当該のアクセスポイントに接続を行わないため、社外で使用される端末のセキュリティー

向上に役立ちます。対応バンドは NTT ドコモ網のバンド 3G（1/19）、LTE（1/3/19/21）の日本国内用 nano 

SIM カード※2 となります。 

※1 SIM カードは同梱しておりません。内蔵のワイヤレス WAN 機能をお使いいただくには、通信業者との契約が必要です。 

※2 海外での使用は保証対象外となります。  

 



■約 10.6時間のバッテリー動作を実現 

 バッテリーには 3 セルのリチウムポリマー電池を採用。重量を約 1.38kg※に抑えながら、約 10.6 時間のバッテリー稼

働（JEITA2.0 測定方式）を実現しています。 

※MousePro-P116B モデルが対象です。なお、重量に付属品は含みません。 

 

■24時間 365日無償電話サポート対応 

24 時間の無償電話サポートサービスと 1 年間の無償修理保証に対応しており、購入後も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）。さらに有償にて保証期間を最大 3 年間まで延長ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■製品仕様                                                             

製品型番 MousePro-P116B MousePro-P116BL MousePro-P116B-EDU 

OS Windows 10 Pro 64 ビット 
Windows 10 Pro Education 

64 ビット 

Office ソフト カスタマイズにて選択可能 

LTE※1 - ワイヤレス WAN モジュール内蔵 - 

CPU 
インテル® Celeron® N4100 プロセッサー 

(4 コア / 1.10GHz / バースト時 2.40GHz / 4MB スマートキャッシュ) 

グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 600（メインメモリからシェア 搭載メモリの半容量） 

メモリ 4GB (4GB×1) PC4-19200 DDR4-2400MHz (固定) 

ストレージ eMMC 64GB 

光学ドライブ (カスタマイズにて外付け USB 接続ドライブを追加可能) 

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) 

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 

● USB3.0 Type-A×1(左側面×1) ● USB3.0 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 最大 433Mbps 対応 + Bluetooth V4.2 + LE 準拠モジュール 

WEB カメラ 200 万画素 ( 180 度回転機能付き ) 

指紋認証 Windows Hello 対応( 電源ボタン部分 ) 

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 ) 

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 
内蔵バッテリー ( リチウムポリマー ) または AC100V 

（ AC アダプター経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19V DC 40W ） 

動作時間 約 10.6 時間 (JEITA2.0) 

充電時間 約 3.0 時間 (JEITA2.0) 

重量※2 約 1.38kg 約 1.39kg 約 1.38kg 

本体寸法 約 298.5×207.3×20.0mm (折り畳み時 / 突起部含まず) 

（幅×奥行き×高さ） 約 298.5×207.3×21.4ｍｍ (折り畳み時 / 突起部含む) 

保証期間 1 年間無償ピックアップ保証・24 時間×365 日電話サポート 

販売価格(税別) 5 万 6800 円 6 万 4800 円 5 万 4800 円 

※1 対応バンド：NTTドコモ網のバンド3G (1/ 19)、LTE (1/ 3/ 19/ 21)、別途SIMをご用意いただく必要があります。 

※2 重量に付属品は含みません。 


