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News Release

株式会社マウスコンピューター

用途で選べるスペックと新設計キーボード採用
光学ドライブ内蔵で Wi-Fi 6と LTE にも対応する
15.6型ビジネスノートパソコン 1月27日（月）より発売

「MousePro NB5」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（代表取締役社⻑︓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、ビジネスシーンに合わせて選べる豊富なカスタマ
イズと、タイピングのしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードノートパソコ
ン「MousePro NB5」シリーズを1月27日（月）より発売します。
CPU は、使用用途に合わせて4種類から選択が可能、メモリやストレージ容量も柔軟に組み合わせることができ、内
蔵の光学ドライブは DVD スーパーマルチやブルーレイはもちろん、セキュリティを重視した DVD-ROM や非搭載を選ぶ
ことも可能です。
無線 LAN は、標準の IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）から、最大2.4Gbps※1の高速通信に対応する最新規格
「Wi-Fi 6」対応の無線 LAN モジュールへ変更することや、さらに広いエリアでより安全・高速にネットワークへ接続するこ
とができる「LTE」モジュールの内蔵にも対応しており、オフィスの内外を問わず、高速なネットワーク接続機能を活用した
フリーアドレスやテレワークなどのビジネススタイルに柔軟に対応することができます。
新設計のキーボードは、主要キーで一般的なデスクトップ用キーボードと同じキーピッチ約19mm を確保し、さらに主
要キーエリアから適度なスペースを設けて独⽴したテンキーを配置することで、タイプミスを軽減するキーレイアウトを採用
しました。SD メモリーカードリーダーや、既存の映像機器との接続に便利なアナログ D-Sub 端子を備えるなどの従来モ
デルの特⻑はそのままに、周辺機器との接続に便利な Type-C ※2形状の USB 端子を備えており、USB Power
Delivery 対応機器※3※4を接続することで、パソコン本体を充電することも可能です。
モデルの一例として、インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー、8GB メモリ、256GB SATA SSD、DVD スーパ
ーマルチドライブ搭載モデルは8万4800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、および法人営業窓口にて販売を開始します。
※1 連続160MHz 帯域に対応した Wi-Fi 6機器が必要です。
※2 CoreTM プロセッサー搭載モデルは USB3.1、Celeron® プロセッサー搭載モデルは USB3.0に対応します。
※3 40W（20V/2A）以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器が必要です。
※4 パソコン本体の充電のみ対応し、周辺機器の充電には対応していません。

「MousePro NB5」製品ページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-nb/nb500/
MousePro ホームページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/business/

■製品特⻑
■ビジネスシーンを広げる最新機能
本製品は、標準で最大433Mbps に対応する IEEE802.11ac（Wi-Fi 5）無線 LAN を搭載していますが、最
大2.4Gbps の高速通信※1をサポートし、より多くの無線 LAN 機器との接続性も向上する最新規格「Wi-Fi 6」対応
の無線 LAN モジュールをカスタマイズでお選びいただくことができます。
さらに、対応エリア内で最大450Mbps※2のダウンロード速度に対応する「LTE」モジュール※3を追加で搭載すること
が可能なので、Wi-Fi 環境がない場所でも、より安全性が高く、高速なモバイルデータ通信を利用することができます。
「Wi-Fi 6」と「LTE」の標準搭載モデルもラインアップし、場所やスタイルを問わない柔軟なビジネス環境の構築をサポ
ートします。
また、Type-C 形状の USB 端子は、USB Power Delivery※4に対応しており、対応機器※5で本製品のバッテリ
ーを充電することができるので、持ち歩きに必要な充電機器をまとめるなど、使用シーンに合わせて充電方法を選ぶこと
ができます。
※1 連続160MHz 帯域に対応した Wi-Fi 6機器が必要です。
※2 キャリア・アグリゲーション対応エリアの最大速度（理論値）です。
※3 別途モバイルデータ通信契約、SIM をご用意いただく必要があります。
※4 パソコン本体の充電のみ対応し、周辺機器の充電には対応していません。
※5 40W（20V/2A）以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器が必要です。

大幅に高速化した無線 LAN「Wi-Fi 6」

3 キャリア対応で広いエリアで接続できる「LTE」

■タイピングのしやすさに配慮した新設計キーボード
本製品は、タイピングのしやすさに配慮したキーレイアウトを採用する新設計のキーボードを搭載しています。主要なキ
ーのキーピッチは、一般的なデスクトップパソコン用キーボードと同等の約19ｍｍを確保しており、キーの間隔が広く、入
⼒時に隣り合ったキーを誤って押してしまうタイプミスを軽減しています。
また、主要キーエリアから適度なスペースを設けて独⽴したテンキーを配置することで、隣接する BackSpace キーや
Enter キーなどと区別しやすいレイアウトとしました。外付けキーボードに近いタイピング感覚で、快適に入⼒することがで
きます。

キーピッチ約 19ｍｍの余裕あるキーレイアウト

主要キーエリアからスペースを設けた独⽴テンキー

■幅広い外部映像出⼒に対応、豊富なインターフェースと光学ドライブ内蔵で使いやすさ向上
本製品の外部映像出⼒は、4K-UHD 解像度に対応するデジタル出⼒の HDMI と、既存の映像機器との接続に
便利なアナログ出⼒端子の D-Sub を備えており、高解像度な外部ディスプレイと組み合わせたマルチディスプレイ環境
から、既存のアナログ入⼒対応のプロジェクターを使用したプレゼンテーションまで、幅広い機器の接続に対応しています。
また、光学ドライブを内蔵しているため、本体のみでディスクメディアを取り扱うことができるので、別途外付けのドライブ
を用意する必要がありません。
SD メモリーカードリーダーや、Type-A/Type-C 形状※1の USB 端子などの豊富なインターフェースを備えており、す
でにお手持ちのメモリーカードや周辺機器を利用することができ、さらに新しい機器にも幅広く対応できる製品です。
ナローベゼルデザインを採用した本体は、同じ15.6型従来製品※2と比較して、横幅が約16mm コンパクトになり、
液晶画⾯周囲のベゼルが目⽴ちにくく、外光の映り込みが少ないノングレア液晶で⾒やすい画⾯表示を実現しています。
※1 CoreTM プロセッサー搭載モデルは USB3.1、Celeron® プロセッサー搭載モデルは USB3.0に対応します。
※2 当社「MousePro NB5」シリーズ 「2018年度モデル」

使いやすい豊富なインターフェース

ナローベゼルデザインで⾒やすい画⾯表⽰

■用途に合わせた豊富なカスタマイズ※
本製品では、「インテル® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Celeron® プロセッサー」から CPU を選択する
ことができるため、使用用途に応じて最適な処理性能を選択いただくことが可能です。
メモリは最大32GB まで、ストレージは高速な NVMe 対応の SSD や容量重視のハードディスクなど、種類も容量も
自由に選ぶことができるため、業務内容に応じて必要なスペックを選ぶことができます。
本体内蔵の光学ドライブは、各種のデジタルデータを読み書きできる DVD スーパーマルチやブルーレイ、さらにセキュリ
ティを重視してデータの読み込みのみ可能な DVD-ROM や光学ドライブ非搭載などのオプションも用意しています。
※モデルによりカスタマイズ内容は異なります。

カスタマイズ可能な内蔵光学ドライブ

より高速な NVMe 対応 SSD にも対応
（画像はイメージです）

■24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート
24時間の無償電話サポートサービスと1年間の無償ピックア
ップ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。さらに有償にて保証期間を最大3年間まで延⻑ができま
す（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。

■製品仕様
MousePro NB5

シリーズ名
®

Celeron

モデル名

Celeron

MousePro NB510C

OS

MousePro NB510C-A

-

Microsoft Office Personal 2019
インテル® Celeron

CPU

®

プロセッサー 4205U

（2 コア/ 1.80GHz/ 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® UHD グラフィックス 610（メインメモリからシェア 最大 約 4GB）※1
8GB（8GB×1）/ 最大 32GB（16GB×2）

メモリ

PC4-19200 DDR4 SODIMM （PC4-17000 で動作します）
SSD

240GB（SATA）

ハードディスク

-

光学ドライブ
カードリーダー
表示パネル

搭載 オフィスセット モデル

Windows 10 Pro 64 ビット

オフィスソフトウェア

ストレージ

®

搭載 モデル

DVD スーパーマルチドライブ
1（UHS-I 対応/ 前⾯×1）
［対応メディア︓SD メモリーカード（SDXC,SDHC 含む）］

パネル

15.6 型 フル HD ノングレア（LED バックライト）

解像度

1,920×1,080

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

無線

IEEE 802.11 ac/ a/ b/ g/ n（最大 433Mbps 対応）+ Bluetooth 5 モジュール内蔵
●D-Sub×1（左側⾯×1）●HDMI×1（左側⾯×1）●USB3.0×1（Type-C ※USB
Power Delivery 対応※2/ 左側⾯×1）●USB3.0×1（Type-A/ 左側⾯×1）●

インターフェース

USB2.0×2（Type-A/ 右側⾯×2） ●ネットワーク（LAN）×1（1000BASE-T/
100BASE-TX/ 10BASE-T 対応（RJ-45）/ 左側⾯×1） ●ヘッドホン出⼒/ ヘッドセット
×1（CTIA 準拠 右側⾯×1） ●マイク入⼒×1（右側⾯×1）

Web カメラ

100 万画素

タッチパッド

高精度タッチパッド

キーボード

日本語キーボード（104 キー/ キーピッチ約 19mm/ キーストローク約 1.8mm）

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）
リチウムイオンバッテリーまたは AC100V

電源
動作時間
重量

（AC アダプター経由 入⼒ 100V AC 50/ 60Hz、出⼒ 19V DC 40W）
※3

約 7.2 時間

※4

約 2.1kg

本体寸法（幅×奥⾏き×高さ）

361×256×24.1mm（折り畳み時/ 突起部含まず）

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）

6 万 5800 円

8 万 5800 円

※1 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
※2 40W（20V/2A）以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器であれば、本体に充電できます。ただし、すべての対応機器の動作を保証
するものではありません。
※3 JEITA 測定法 2.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※4 標準バッテリー搭載時の値です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。製品の構成により重量は増減します。

MousePro NB5

シリーズ名
モデル名

CoreTM i3 搭載 モデル

CoreTM i5 搭載 モデル

MousePro NB510F

MousePro NB510H

OS

Windows 10 Pro 64 ビット

オフィスソフトウェア

-

CPU
グラフィックス （ビデオメモリ）

インテル® CoreTM i5-8265U プロセッサー

（2 コア/ 4 スレッド/ 2.10GHz/ TB 時最

（4 コア/ 8 スレッド/ 1.60GHz/ TB 時最大

大 3.90GHz/ 4MB スマートキャッシュ）

3.90GHz/ 6MB スマートキャッシュ）

インテル® UHD グラフィックス 620（メインメモリからシェア 最大 約 4GB）※1
8GB（8GB×1）/ 最大 32GB（16GB×2）

メモリ
ストレージ

インテル® CoreTM i3-8145U プロセッサー

PC4-19200 DDR4 SODIMM

M.2 SSD

256GB（SATA）

ハードディスク

-

光学ドライブ
カードリーダー
表示パネル

DVD スーパーマルチドライブ
1（UHS-I 対応/ 前⾯×1）
［対応メディア︓SD メモリーカード（SDXC,SDHC 含む）］

パネル

15.6 型 フル HD ノングレア（LED バックライト）

解像度

1,920×1,080

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

無線

IEEE 802.11 ac/ a/ b/ g/ n（最大 433Mbps 対応）+ Bluetooth 5 モジュール内蔵
●D-Sub×1（左側⾯×1）●HDMI×1（左側⾯×1）●USB3.1×1（Type-C ※USB
Power Delivery 対応※2/ 左側⾯×1）●USB3.0×1（Type-A / 左側⾯×1）●

インターフェース

USB2.0×2（Type-A / 右側⾯×2） ●ネットワーク（LAN）×1（1000BASE-T/
100BASE-TX/ 10BASE-T 対応（RJ-45）/ 左側⾯×1） ●ヘッドホン出⼒/ ヘッドセット
×1（CTIA 準拠 右側⾯×1） ●マイク入⼒×1（右側⾯×1）

Web カメラ

100 万画素

タッチパッド

高精度タッチパッド

キーボード

日本語キーボード（104 キー/ キーピッチ約 19mm/ キーストローク約 1.8mm）

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

リチウムイオンバッテリーまたは AC100V
（AC アダプター経由 入⼒ 100V AC 50/ 60Hz、出⼒ 19V DC 40W）

動作時間※3

約 7.2 時間

重量※4

約 2.1kg

本体寸法（幅×奥⾏き×高さ）

361×256×24.1mm（折り畳み時/ 突起部含まず）

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）

7 万 9800 円

8 万 4800 円

※1 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
※2 40W（20V/2A）以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器であれば、本体に充電できます。ただし、すべての対応機器の動作を保証
するものではありません。
※3 JEITA 測定法 2.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※4 標準バッテリー搭載時の値です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。製品の構成により重量は増減します。

MousePro NB5

シリーズ名
モデル名

CoreTM i7 搭載 モデル

CoreTM i7 搭載 Wi-Fi 6 / LTE モデル

MousePro NB510Z

MousePro NB510ZL

OS

Windows 10 Pro 64 ビット

オフィスソフトウェア

インテル® CoreTM i7-8565U プロセッサー

CPU

（4 コア/ 8 スレッド/ 1.80GHz/ TB 時最大 4.60GHz/ 8MB 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® UHD グラフィックス 620（メインメモリからシェア 最大 約 4GB）※1
8GB（8GB×1）/

メモリ

ストレージ

16GB（8GB×2）/

最大 32GB（16GB×2）

最大 32GB（16GB×2）

PC4-19200 DDR4 SODIMM

PC4-19200 DDR4 SODIMM

M.2 SSD

512GB（SATA）

ハードディスク

-

光学ドライブ
カードリーダー
表示パネル

DVD スーパーマルチドライブ
1（UHS-I 対応/ 前⾯×1）
［対応メディア︓SD メモリーカード（SDXC,SDHC 含む）］

パネル

15.6 型 フル HD ノングレア（LED バックライト）

解像度

1,920×1,080

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ
IEEE 802.11 ac/ a/ b/ g/ n

無線

最大 433Mbps 対応）

インテル® Wi-Fi 6 AX200
（IEEE 802.11 ax/ ac/ a/ b/ g/ n
最大 2.4Gbps※2 対応）

+ Bluetooth 5 モジュール内蔵
LTE

+ Bluetooth 5 モジュール内蔵
ワイヤレス WAN モジュール内蔵※3/

-

SIM カードサイズ : micro SIM カード

●D-Sub×1（左側⾯×1）●HDMI×1（左側⾯×1）●USB3.1×1（Type-C ※USB
Power Delivery 対応※4/ 左側⾯×1）●USB3.0×1（Type-A / 左側⾯×1）●

インターフェース

USB2.0×2（Type-A / 右側⾯×2） ●ネットワーク（LAN）×1（1000BASE-T/
100BASE-TX/ 10BASE-T 対応（RJ-45）/ 左側⾯×1） ●ヘッドホン出⼒/ ヘッドセット
×1（CTIA 準拠 右側⾯×1） ●マイク入⼒×1（右側⾯×1）

Web カメラ

100 万画素

タッチパッド

高精度タッチパッド

キーボード

日本語キーボード（104 キー/ ピッチ約 19mm/ ストローク約 1.8mm）

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）
リチウムイオンバッテリーまたは AC100V

電源
動作時間

（AC アダプター経由 入⼒ 100V AC 50/ 60Hz、出⼒ 19V DC 40W）
※5

約 7.2 時間

重量※6

約 2.1kg

本体寸法（幅×奥⾏き×高さ）

361×256×24.1mm（折り畳み時/ 突起部含まず）

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）

9 万 9800 円

11 万 9800 円

※1 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
※2 連続 160MHz 帯域に対応した Wi-Fi 6 機器が必要です。
※3 別途モバイルデータ通信契約、SIM をご用意いただく必要があります。対応バンド︓NTT ドコモ網 3G（バンド 1/19）, LTE（バンド

1/3/19/21/28）, au 網 LTE（バンド 1/18/26/28/41）, ソフトバンク網 3G（バンド 1/8）, LTE（バンド 1/3/8/28/41）
※4 40W（20V/2A）以上を出⼒可能な USB Power Delivery 対応機器であれば、本体に充電できます。ただし、すべての対応機器の動作を保証
するものではありません。
※5 JEITA 測定法 2.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※6 標準バッテリー搭載時の値です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。製品の構成により重量は増減します。

