
カタログ記載内容：2020年2月現在

ご使用の際は、ユーザーズマニュアルに記載されている｢安全にご使用いただくために｣をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因となることがあります。

24時間365日
安心の電話サポート

1年間無償
ピックアップ保証

03-6739-3808
■ FAX ■ MAIL

■ TEL

03-6739-3821
株式会社 マウスコンピューター
〒103-6026 
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26階

製造元：

月～金：9時～18時 
土日祝：9時～20時

houjin@mouse-jp.co.jp

法人様担当窓口 法人営業統括部

正しく安全にお使いいただくために安全に関する
ご注意

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●液晶ディスプレイを接続された場合、その特性上、一部の画素が点灯しなかったり、明るさにむらができることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●本製品 (ソフトウェ
ア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●各種インターフェースに関しましては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を
必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの紛失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●記載されている内容、外観 (モ
ニタ含む)及び仕様は予告無く変更される場合があります。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。●写真は全て本カタログのために撮影したもので、印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてハメコミ合成です。●プレインストールおよ
び、付属のソフトウェアは、市販のパッケージ商品とは付属品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●購入された当社製品は、一般OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各
種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用ください。当社製品
は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside 
ロゴ、Celeron、Celeron Inside 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。 

■ 製品仕様

※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されているため、再インストール用のメディアは付属しておりません。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。※2 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。※3 本製品内蔵のメモリは取り外し、追加増設はできません。※4 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。※5 全てのメディア・データの読み書きを保証す
るものではありません。SDIOカード、著作権保護機能には対応していません。※6 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。※7 接続するディスプレイの適正解像度にてご
使用ください。接続するディスプレイによって表示可能な解像度や表示色数は異なります。※8 micro HDMI接続時の最大解像度は3,840×2,160/ 30Hz/ 1,677万色です。※9 Type-C (DisplayPort Alt Mode)接続時の最大解像度は3,840×2,160/ 60Hz/ 1,677万色です。※10 ケーブル等は別途お求め
下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。※11 本体表示パネルを含めて最大2画面まで同時表示が可能です。※12 本製品に内蔵の無線LANを5GHz帯で使用する場合は、屋外でご利用できません。※13 JEITA測定法2.0によるバッテリー平均動作時間です。
※14 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※15 標準時の数値は、周辺機器を接続せずにOSを起動したアイドル状態の測定値です。※16 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電
力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の表記は、省エネ基準達成率を示し、達成率が100%を超えるものは、次の表示語で示しております。（A）達成基準100%以上200%未満、（AA）200%以上500%未満、（AAA）500%以上を示します。※ 仕様は予告なく変
更となることがあります。※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。※ 動作確認は弊社工場出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境における動作との同一性を保証するものではありま
せん。※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。※ マイクロソフト学校教育割引ライセンス適用モデルをご希望される場合、Microsoft社
Shape the Futureプログラムにご登録、対象団体であるかをご確認いただく場合がございます。

※画像はイメージです。 ※スタイラスペンはカスタマイズオプションです。
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▼全文紹介ページ
https://www.kknews.co.jp/post_ict/
20190304_10a

文教OS搭載タブレットPC
「 MousePro」を
1人1台で活用する

柏市立手賀東小学校 佐和伸明 校長と
プログラミング学習中の生徒たち

導入事例

■小学校算数でプログラミング
文教OS搭載のタブレットPC「MousePro 

P116A-EDU」17台の活用を開始。佐
和校長は5年生でプログラミングを取り
入れた授業を行った。「まずはやさし
いところからやってみよう」と、正方
形をプログラミング。続いて正三角形、

正方形、正五角形、正六角形それぞれの
辺の数、回す角度、内角の大きさについ
て表にまとめた。「この規則がわかれば
正百角形もプログラミングできるよ」と
声をかけると、何人かの児童が「辺の数」
と「回す角度」を掛けると360度になるこ
とを発見。計算により「正百角形ならば
回す角度は 3.6度」であることを導き出
して「正百角形のプログラミング」に多
くの児童が成功。「繰り返し」の指示を
すれば辺の数が多い正多角形も描けるこ
とを確認できた。

■日常的な活用に最適
「MousePro-P116A-EDU」については、「机
の上から落としても壊れない頑丈さが良い。
壊れるのが心配でしまいこむ、という状態
は避けたい。多少落としても大丈夫、とい
う安心感があれば、普通教室での活用も進
みやすい」と評価。学力向上の成果を示す
ことができるよう、R-PDCA※サイクルを意識。

※R-PDCA＝Research（実態調査・診断）Plan（企画立案）
Do（実践）Check（成果・結果評価）Action（改善策実施）

Windows Autopilot 対応

「この問題がどれだけできるようになった
のか」について、毎時間データとして蓄積す
る考えで、現在準備中だ。次の課題は学校
サーバ容量の調整になる。現状の学校用サー
バは、1人1台活用のデータ蓄積を見越して
いないことから、今後の課題であると話した。

Mouse Pro-P116A
2019年導入

導入
機種

教育の現場に適した、各種サポート＆サービス

端末の導入や展開を効率的に実施できるAutopilotに対応しています。運用開始まで
の準備期間や工数削減に効果を発揮します。
※ Autopilot動作評価向けの実機貸出についてはお問い合わせください。

標準で1年間のピックアップ修理に対応、72時間※以内の修理完了を目指し、故障
時も迅速に対応します。
※ 平均時間、状況によっては72時間を超える場合もあります。

ダウンタイムの削減

操作方法、機器の故障時など、トラブル・お困りごとに24時間、365日お電話、
LINE、メール等で対応しています。

トラブル相談窓口

保証期間延長、破損盗難保証、再セットアップ用媒体提供など、追加の拡張(有償)
サービス・サポートを用意しています。
※ 内容や価格の詳細はお問い合わせください。

安心の拡張 (有償) サービス

延長サービス

Windows Autopilot 対応

柏市立手賀東小学校 様
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柏市立手賀東小学校 様

モデル名 MousePro P101A MousePro P116B
OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット
オフィスソフトウェア －
CPU プロセッサー インテル® Celeron®  N4100 プロセッサー

詳細 4コア/ 1.10GHz/ バースト時最大2.40GHz/ 4MB キャッシュ
グラフィックス グラフィック・アクセラレーター インテル® UHD グラフィックス 600

ビデオメモリ ※2 メインメモリからシェア（最大 約 2GB）
メモリ 標準容量 4GB（オンボード）※3

最大容量 最大 4GB ※3

メモリタイプ LPDDR4-2400
ストレージ ※4 フラッシュメモリ 64GB eMMC
セキュリティチップ インテル® PTT（CPUに統合/ TPM2.0準拠）
カードリーダー ※5 1（左側面×1) 

［対応メディア：microSDメモリーカード（SDXC,SDHC 含む)］
表示パネル パネル 10.1型 グレア液晶（LEDバックライト）※6 

10点マルチタッチ対応、静電容量方式、硬度６H、
MPP準拠ペン（オプション)対応

11.6型 グレア液晶（LEDバックライト）※6 
10点マルチタッチ対応、静電容量方式、硬度7H、

専用スタイラスペン対応
解像度 1,280×800 1,366×768

外部出力解像度 ※7 デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 ※8 デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 ※9

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 ※10 ディスプレイ ※11 1（micro HDMI/ 左側面×1） 1（Type-C/ 左側面×1）※ 給電と共用 ※ DisplayPort Alt Mode

USB2.0 1（micro-B/ 左側面×1） －
USB3.0 1（Type-C/ 左側面×1） 2（Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1) 

※ Type-C は給電と共用
USB3.1 －
ネットワーク（LAN） －
サウンド ヘッドホン出力/ ヘッドセット

（CTIA準拠 ミニジャック メス/ 左側面×1）
ヘッドホン出力/ ヘッドセット

（CTIA準拠 ミニジャック メス/ 左側面×1）
無線 ※12 IEEE 802.11ac/ a/ b/ g/ n（最大433Mbps対応）

+ Bluetooth 5モジュール内蔵
IEEE 802.11ac/ a/ b/ g/ n（最大433Mbps対応）

+ Bluetooth 4.2モジュール内蔵
LTE －（工場出荷時オプションで内蔵可能、詳細はお問い合わせください）
指紋センサー － 1（Windows Hello対応/ 電源ボタン兼用）

Webカメラ イン:200万画素（スライドシャッター付き）/ アウト:200万画素 200万画素（約180度回転対応/ イン・アウトカメラ兼用）
マウス タッチパッド タッチパッド
キーボード 日本語キーボード

（JIS配列準拠/ 85キー/ キーピッチ約16.5mm/
キーストローク約1.5mm）

マグネット着脱式、USB接続、本体カバー兼用

日本語キーボード
（JIS配列準拠/ 84キー/ キーピッチ約16.9mm/

キーストローク約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）
センサー 明るさセンサー、加速度センサー
電源 バッテリー リチウムイオン（36Wh/ 3セル/ 内蔵） リチウムポリマー（37.54Wh/ 3セル/ 内蔵）

ACアダプタ 40W（19V）, AC100V（50/ 60Hz）
動作時間（標準バッテリー使用時最大）※13 約 10.5時間 約 10.6時間
盗難防止用ロック －
本体寸法 幅×奥行き×高さ 本体: 274.0×199.7×12.3mm（スタンド・突起部含まず）/ 

279.5×200.0×31.2mm（突起部含む） 
キーボードカバー含む: 274.0×206.0×18.9mm

（スタンド・突起部含まず）/  
279.5×206.6×31.2mm（突起部含む）

298.5×207.3×20.0mm
（折り畳み時/ 突起部含まず）

重量（標準バッテリー使用時）※14 本体: 約 980g 
キーボードカバー含む: 約 1.24kg 

キーボード: 約 260g
約 1.38Kg

使用環境 温度 10～35℃、湿度 8～80%
防塵防滴仕様 本体部: IP54準拠/ キーボード部: 非対応 本体部: IP5X準拠/ キーボード部: IPX2準拠
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※15 約 2.82W/ 約 40W/ 約 0.22W 約 3.91W/ 約 40W/ 約 0.36W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※16 Y区分 0.06（AAA） S区分 0.1（ AA ）
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
主な付属品 ACアダプタ、電源コード、他 ACアダプタ、電源コード、スタイラスペン、ペンストラップ、他



机上落下に耐えられる 防塵・防滴

※ 開発中の商品のため、外観・仕様は変更になる場合があります。 ※ 画像はイメージです。 ※ スタイラスペンはカスタマイズオプションです。

重量 液晶

10.1型
グレア液晶

解像度 :1,280×800

動作時間※

約10.5時間

本体 約980g

キーボードカバー※
含む

約1.24kg

フラッシュメモリ

64GB eMMC

OS CPU メモリ

4GB
Windows 10 Pro

64ビット
インテル® Celeron®

N4100 プロセッサー
（4コア）

※JEITA測定法2.0による
バッテリー平均動作時間 ※マグネット着脱式

高さ約76cmからの落下テスト※1をクリア。
防塵・防滴※2仕様で長く安心して使用可能。

※1 MIL規格準拠テスト ※2 IP54規格準拠

背面から動作状態が見える
専用のインジケータを搭載。（電源/ 無線LAN）

Microsoft Pen Protocol準拠の
スタイラスペンに対応※。手書き入力が可能に。

※スタイラスペンはカスタマイズオプションです。

10.1型
グレア液晶

10点マルチタッチ対応 学習内容に合わせてノートスタイル、タブレットスタイルに使い分け。
見やすい角度に調整できる一体型スタンドは、持ち運ぶときには
ハンドルとしても使用できます。

MousePro P101A

約76cm

2020年夏   販売開始予定

着脱式キーボード
(USB接続 )

180度回転可能な
一体型スタンド

音声・外部接続端子

イン・アウトカメラ
インカメラ

アウトカメラ

重量約 1.24kg
約10.5時間動作

約  1.24kg 約10.5時間

※ マイクロソフト学校教育割引ライセンス適用モデルをご希望される場合、Microsoft社 Shape the Futureプログラムにご登録、対象団体であるかをご確認いただく場合がございます。
※画像はイメージです。

MousePro P116B

重量 液晶動作時間※

約10.6時間 約 1.38kg

フラッシュメモリ

64GB eMMC

OS CPU メモリ

4GB
Windows 10 Pro

64ビット
インテル® Celeron®

N4100 プロセッサー
（4コア）

※JEITA測定法2.0による
バッテリー平均動作時間

高さ約75cmからの落下衝撃耐性※1と
防塵※2を兼ね備えた堅強なボディ

※JEITA2.0測定方式。

約1.38kg 約10.6時間約75cm

キーボードは360°回転
搭載カメラ部分は180°回転できるので

協働学習や課外学習、新聞作成などにも便利

重量は約1.38kgに抑えながら
登校から下校まで充電いらずの

約10.6時間のバッテリー稼働が可能※

キーボード
360°回転

180°   可動式カメラ
(イン・アウト兼用)

Windows Hello
指紋認証

11.6型
グレア液晶

10点マルチタッチ対応 多数の導入実績が信頼の証！プログラミング教育や社外学習に適した、
キーボード付き 2in1コンバーチブルタブレット

※1 JIS規格準拠テスト ※2 IP5X規格準拠

※ マイクロソフト学校教育割引ライセンス適用モデルをご希望される場合、Microsoft社 Shape the Futureプログラムにご登録、対象団体であるかをご確認いただく場合がございます。

机上落下に耐えられる 課外学習も防塵で安心

11.6型
グレア液晶

解像度 :1,366×768

持ち運びしやすい
ハンドル付き

スタイラスペン
標準付属

マウスコンピューターは、安心の国内生産※

ICT教育も、マウスにお任せください！

マウスコンピューターの創業は埼玉県 春日部市
製造は長野県 飯山市で行っております

期待を超える３つのポイント

 安心の国内生産で、
高品質の製品を素早く納品。

受注生産だから、納得の価格を実現。
※一部モデルは海外製造も行っています。

用途に合わせてぴったりの一台が
選べる豊富なブランド、

商品ラインアップ。
カスタマイズであなただけの一台も。

24時間、365日の電話サポート。
72時間以内※の修理完了を目指す。

安心のサポート体制です。
※平均時間。状況によっては72時間を超えることもあります。

※一部モデルは海外製造も行っています。

※画像・価格はイメージです。実際のお見積りとは異なる場合がございます。

教育のICT化とは？
社会の情報化が急速に進展している中、「情報活用能力」を身に付けることの重要
性はますます高まっています。教員の公務についても、PC設備など情報化により
事務負担の軽減を図る必要があります。文部科学省では「教育のICT化に向けた環
境整備5か年計画」を提示しています。2022年までに、下記の水準に揃える必要
があります。

わが校のICT化に
おススメのプランは
ありますか？

2022年度 目標とされている水準
① 学習者用コンピューターを3クラスに１クラス分程度整備
② 指導者用コンピューターを授業を担任する教師1人1台
③ 大型提示装置・実物投影機の100％整備
④ 超高速インターネット及び無線LANの100％整備
⑤ 統合型校務支援システム１００％整備
⑥ ICT支援員を4校に1名配置
■ 上記のほか、学習用ツール・学習用サーバー
　 などについても整備

文教向けモデルは、マイクロソフトの学校教育割引ライセンス
適用により、お得な価格で製品を提供することができます。

※8クラス（1クラス40人 合計320台）導入時。　※別途送料を承ります。

例えばこちらは
いかがでしょうか！？

● 通常モデル MousePro-P116B ：56,800円(税別)～
● 文教モデル MousePro-P116B-EDU ：54,800円(税別)～
通常モデル小計：1,817.6万円
文教モデル価格 小計：1,753.6万円

MousePro-P116Bシリーズ

＋有償オプションで
　選択可能

 ・3年間保証
 ・LTE対応モデル
 ・破損盗難補償
   サービス

埼玉県 春日部市 埼玉サービスセンター 長野県 飯山市 飯山事業所

※ マイクロソフト学校教育割引ライセンス適用モデルをご希望される場合、Microsoft社 Shape the Futureプログラムにご登録、対象団体であるかをご確認いただく場合がございます。


