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News Release

MousePro、第

9 世代インテル® CPU 搭載

ビジネス向けデスクトップパソコンを
12 月 20 日（木）販売開始！

ビジネス向けデスクトップパソコン 「MousePro T310」シリーズ
※画像はイメージです ※液晶ディスプレイはオプションです

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、第9世代インテル® Core™ プロセッサーを
搭載したビジネス向けデスクトップパソコン「MousePro T310」シリーズを12月20日（木）より販売いたします。
本製品は、インテル® Z390 チップセットを採用したモデルで、ミニタワーデスクトップパソコン「MousePro T」の最上
位シリーズとなります。CPU では最新の第9世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーが選択できるほか、メモリは
最大64GB、ハードディスクは RAID 対応が可能、さらにグラフィックスでは NVIDIA® GeForce RTX™ シリーズも搭
載できる、最上位シリーズにふさわしいカスタマイズが可能です。
「MousePro T310」シリーズの最上位モデルでは、インテル ® B360 チップセットを搭載する「MousePro
T300」シリーズより性能が45%向上し※1、CPU のコア数と動作クロック数が性能を大きく左右する、レンダリングや
動画編集の用途に最適な製品です。
ラインアップとしては、インテル ® Core™ i7-9700K プロセッサー、NVIDIA® GeForce RTX™ 2080搭載の
「MousePro-T310XR8-M2」が25万9800円（税別）、上位モデルのインテル® Core™ i9-9900K プロセッサ
ー搭載の「MousePro-T310XR8-M22」が29万9800円（税別）で、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ダイレクトショップの各販売窓口、および法人営業窓口にて販売します。
※1 測定結果詳細については次項に記載

MousePro T310シリーズ 製品ページ : https://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-t/
MousePro ホームページ

： https://www.mouse-jp.co.jp/business/

■製品特長
■動画編集やレンダリングに最適な「インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー」
本製品は最上位 CPU、インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーを搭載可能です。前世代のインテル® Core
™ i7-8700K プロセッサーと比較し、2 コア/4 スレッド増加、最大動作周波数（ターボブースト利用時）も
4.70GHz から 5.00GHz へ上昇したことで、CPU を使用したレンダリングなどのマルチスレッド処理に対して、より高速
に作業することができます。
第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載の「MousePro-T300XR8-SSD」をベースとして製品性能を比較し
た場合、「MousePro-T310XR8-M22」は 45%の高速化が見込めます。

＜測定環境＞
ベンチマークソフトウェア「V-RAY BENCHMARK」における「CPU Time」を測定
「MousePro-T300XR8-SSD」：インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー / インテル® B360 チップセット / NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 /
16GB メモリ / 480GB SSD
「MousePro-T310XR8-M2」：インテル® Core™ i7-9700K プロセッサー / インテル® Z390 チップセット / NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 /
16GB メモリ / 256GB M.2 NVMe SSD
「MousePro-T310XR8-M22」：インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー / インテル® Z390 チップセット / NVIDIA® GeForce RTX™ 2080
/ 32GB メモリ / 256GB M.2 NVMe SSD
※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。

■お客さまの要望にお応えする幅広いカスタマイズ
① 大容量メモリでクリエイティブな作業をサポート
「MousePro T310」シリーズでは、最大 64GB のメモリを搭載可能です。前世代の「MousePro T300」シリー
ズの 2 倍の容量を搭載できるようになり、CG 制作や動画編集などの容量の大きなファイルを扱う場合でも快適に
処理を行うことができます。

② データ管理の冗長性を高めるハードディスク 2 台の RAID-1 に対応
重要なデータに対して自動でバックアップが行えるハードディスク RAID-1 に対応。最大 2 台のハードディスクを組
み合わせることで、データサイズの大きなファイルも安全に保存できます。ハードディスク RAID-0 も BTO 選択可能
ですので、データ保存領域としてより大きなストレージサイズが求められる場合にご活用いただけます。

■拡張性も考慮された信頼性の高いシャーシ
「MousePro T」シリーズはコンパクトなミニタワータイプのシャーシに、最新の NVIDIA® GeForce RTX™ シリーズ
や NVIDIA® Quadro® などのハイエンドグラフィックスカードを搭載できるほか、大容量のメモリやストレージを BTO で
選択いただけます。ハイエンド構成でも安定した動作が行えるよう、シャーシ前面のエアホールから吸気した空気で内部
の機構を冷却し、背面のケースファンから排気する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
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 5 年間まで延長ができます。

■製品仕様
製品型番

MousePro-T310XR8-M2

OS

MousePro-T310XR8-M22

Windows 10 Pro 64 ビット
Core™ i7-9700K プロセッサー

インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー

8 コア/ 3.60GHz/ TB 時最大 4.90GHz/

8 コア/ 3.60GHz/ TB 時最大 5.00GHz/

12MB スマートキャッシュ

16MB スマートキャッシュ/ HT 対応

インテル
CPU

グラフィックス
メモリ

®

NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 (8GB)
PC4-19200 DDR4 16GB (16GB×1)

PC4-19200 DDR4 32GB (16GB×2)

ハードディスク

-

SSD

-

M.2 SSD

256GB Samsung PM981 (NVMe 対応/ M.2 規格/ PCI Express×4 接続)

ストレージ

光学ドライブ

-

チップセット

インテル® Z390 チップセット

カードリーダー

-

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

ディスプレイ

DisplayPort×3、 HDMI×1、USB Type-C×1
(DP-DVI-D 変換ケーブル付属)
●PS/2 マウス/キーボードコンボ 端子×1 (背面×1、Mini DIN 6 ピン) ●USB 3.0 端子×4 (前

インター

面×2、背面×4) ●USB 3.1 端子×1 (背面) ●USB 3.1(Type-C) 端子×1 (背面) ●サウン

フェース

その他

ド端子：ヘッドホン (前面×1)、 マイク⼊力 (モノラル 前面×1 / 背面×1)、ラインイン/ラインアウト/リ
アスピーカー/センタースピーカー (背面×各 1) ●S/PDIF (背面×1) ●LAN 端子×1
(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応、 背面×1、 RJ-45)

拡張スロット

PCI Express ×16 スロット 2 (空き×1)※下段のスロットは×4 動作
PCI Express ×1 スロット 1 (空き×1)
3.5 オープンベイ×2 (空き×2)、

拡張ストレージベイ

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 700W (80PLUS® BRONZE)

重量

約 7.70kg

本体寸法

172×387×361mm

幅×奥行き×高さ
保証期間
販売価格（税別）

約 7.75kg

1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート
25 万 9800 円

29 万 9800 円

