
ＧＩＧＡスクール構想
マウスからのご提案



1993年4月 創業者・髙島勇二がパソコン事業を立ち上げ

2004年6月 株式会社MCJ東証マザーズへ上場（証券コード：６６７０）

2006年10月 株式会社MCJ パソコン事業部門を新設分割により分社化し

株式会社マウスコンピューターを設立

２０１8年４月 創業２５周年を迎える

沿革

株式会社マウスコンピューター
設立： ２００６年１０月
本社： 〒１０３－６０２６

東京都中央区日本橋２－７－１ 東京日本橋タワー２６階
資本金： 1億円

会社概要



期待を超える３つのポイント

用途・予算に合わ
せ豊富なラインアッ
プ、幅広いカスタマ
イズメニューを提供。

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。
※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。

長野県で製造し、
高品質・短納期を
実現。
※一部モデルは海外製造も行っています。



ＧＩＧＡスクール対応モデル ラインアップ



MousePro
P1１６B

コンバーチブル型

11.6インチ

Windows 10 Pro

Celeron®N4100

64GB eMMC

4GB

LTE（有償オプション）

MousePro
P101

デタッチャブル型

10.1インチ

Windows 10 Pro

Celeron®N4000

64GB eMMC

4GB

GIGAスクール対応モデル

2020年夏 発売予定



GIGAスクール対応モデル ラインアップ
学習者用端末の標準仕様 ＭｏｕｓｅＰｒｏ Ｐ１０１ ＭｏｕｓｅＰｒｏ Ｐ１１６Ｂ

OS Microsoft Windows 10 Pro 相当 ✔Windows 10 Pro ✔Windows 10 Pro

CPU Intel Celeron 同等以上 ✔インテル® Celeron® N4000 ✔インテル® Celeron® N4100

ストレージ 64GB 以上 ✔64GB eMMC ✔64GB eMMC

メモリ 4GB 以上 ✔4GB ✔4GB

画面 9～14 インチ/ タッチパネル対応 ✔10.1型/10点マルチタッチ対応 ✔１１．６型/１０点マルチタッチ対応

無線
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上
LTE 通信 LTE 通信に対応していること ✔IEEE 802.11ac/ a/ b/ g/ n ✔IEEE 802.11ac/ a/ b/ g/ n

※LTE:オプションにて対応

形状 デタッチャブル型またはコンバーチブル型 ✔デタッチャブル型 ✔コンバーチブル型

キーボード Bluetooth 接続でない日本語 JIS キーボード ✔日本語キーボード（JIS配列準拠)

✔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)

カメラ機能 インカメラ・アウトカメラ ✔イン:200万画素/ 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)

音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子×1 以上 ✔マイク・ヘッドフォン端子×1 ✔マイク・ヘッドフォン端子×1 

外部接続端子 USB3.0 以上×１以上 ✔USB3.0×1 / USB2.0×1 ✔USB3.0×２ (Type-A×1、Type-C×1)

スタイラスペン - 有償オプション 標準搭載

バッテリ 8 時間以上 ✔約 １０．5時間 ✔約 １０．６時間

重さ 1.5kg 未満 ✔約 １．２４kg ✔約 １．３８kg

防水防滴仕様 - 本体部: IP54準拠/ キーボード部: 非対応 IP5X準拠

保証 - 1年間無償ピックアップ保証 1年間無償ピックアップ保証

電話サポート - 24時間365日対応 24時間365日対応

修理納期 - 72時間以内対応 72時間以内対応

※仕様は予告なく変更する可能性があります。



賢明学院中学高等学校
中高一貫教育で、他校に先駆け約10年
前からICT環境の整備を進めてきた。当
初は高校生のみだったが、校内のWi-Fi
を完備し、4年前からは中学生にも対象
を広げた。高校ではプレゼンテーション指
導に力を入れており、コンピューターを活
用する場面も多いことから、中学時から
経験を積み上げるようにした。

【出典】教育新聞
とことん使って経験値を上げる賢明学院中学高等
学校
https://www.kyobun.co.jp/feature/pf20190729_02/

富士見丘中学高等学校
2017年から入学生徒全員に2in1 PCを導入
し、積極的に活用した教育を行っている。現在
の1年生にはマウスコンピューターの法人向け
PC「MousePro P116A」を導入。Share 
Pointを活用した連絡事項の伝達や課題提出
などに活用。学科の教科書も多くはデジタル化
されている。

【出典】ITmedia PC USER
伝統校で先進教育を支える「MousePro」 グローバルな
人材を育成するICT活用事例
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1901/08/news001.html

柏市手賀東小学校
柏市立手賀東小学校（千葉県）では、情報活用
能力の育成に取り組まれ、「MousePro P116」
を１７台利用している。５年生算数「プログラミン
グで正多角形を描く」では、ペンとタブレットを用
いた授業を行うほか、頑丈さを活かし課外授業、
体育の授業など多岐に渡り使用されている。

【出典】教育家庭新聞
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＞
https://www. kknews.co.jp/post_ict/20190304_10a

教育市場での導入実績(MousePro P116)



GIGAスクール向け新製品のご紹介



ＭｏｕｓｅＰｒｏ

Ｐ１０１

ＧＩＧＡスクール専用モデル
2020年夏 発売予定



落下衝撃に強く、防塵防滴仕様で安心

砂埃が入りやすい端子類はカバー内に収納

背面のインジゲーターランプで先生から使用状況を確認

持ち運びに便利なスタンド兼用ハンドル



GIGAスクールモデル 拡張保証

・最長5年延長保証サービス

・バッテリー交換サービス 9,500円（税別）

・破損盗難補償サービス 6,000円（税別）

・他メニュー拡充中



MousePro P101活用
各販売店ソリューション紹介



「第一電子様」GIGAスクールソリューション

GIGAスクール対応教育プラットフォームを内包

• 学習用ツール： Office 365 Education

- 先生方が使い慣れたWindowsで 働き方と学び方の同時改革
- 企業レベルのセキュリティ機能で学習データを保護
- 教育現場用に設定をカスタマイズ

- 端末の大規模一斉展開、シンプルな運用管理を実現
- 端末の設定やアプリ配布などを一括管理
- マルチOSを管理可能：Windows, iOS, MacOS, Android

• 端末管理ツール： Intune for Education

• OS： Windows 10 Pro Education

- 世界中の教育現場・企業で活用されている Office 365 ProPlus
- クラウド上の学習用ツール Office 365 A1も同時提供

Microsoft 365 Education GIGA Promo

GIGAスクール構想対応PC

MousePro P101
Microsoft 365 Education GIGA Promo標準搭載

第一電子様 ご提供価格

４５，０００円（税込）
※一般的な搬入、設置、廃材回収費用含む。（設定費用除く）
※上記価格は、弊社パートナー販売店様お申し出の想定価格を記載しております。



「和歌山電工様」 GIGAスクールソリューション

GIGAスクール対応教育プラットフォームを内包

• 学習用ツール： Office 365 Education

- 先生方が使い慣れたWindowsで 働き方と学び方の同時改革
- 企業レベルのセキュリティ機能で学習データを保護
- 教育現場用に設定をカスタマイズ

- 端末の大規模一斉展開、シンプルな運用管理を実現
- 端末の設定やアプリ配布などを一括管理
- マルチOSを管理可能：Windows, iOS, MacOS, Android

• 端末管理ツール： Intune for Education

• OS： Windows 10 Pro Education

- 世界中の教育現場・企業で活用されている Office 365 ProPlus
- クラウド上の学習用ツール Office 365 A1も同時提供

Microsoft 365 Education GIGA Promo

GIGAスクール構想対応PC

MousePro P101
Microsoft 365 Education GIGA Promo標準搭載

和歌山電工様 ご提供価格

４５，０００円（税込）
※一般的な搬入、設置、廃材回収費用含む。（設定費用除く）
※上記価格は、弊社パートナー販売店様お申し出の想定価格を記載しております。



エリア 兵庫県 和歌山県

項目

URL https://www.ddk.ne.jp/ http://www.wadenko.co.jp/

問合せ先

会社名：第一電子株式会社
担当部門：官公庁営業部
電話番号：0120-743-506
メールアドレス：hyogoit@ddk.ne.jp

会社名：和歌山電工株式会社
担当部門：ICT営業部
電話番号：0739-81-5555
メールアドレス：ml-ict-sales@wadenko.jp

入札参加資格

兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、三田市、丹波市、明石市、
加古川市、高砂市、姫路市、たつの市、赤穂市、篠山市（現丹波篠山市）、伊
丹市、三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、稲美町、播磨町、神河町、多
可町、福崎町、市川町、太子町、猪名川町

和歌山県及び県内全市町村
三重県市町総合事務組合共同受付参加自治体（25団体）、尾鷲市、熊野市
及び紀宝町
奈良県十津川村、上北山村、下北山村
大阪府（泉南市、田尻町、熊取町、貝塚市、岸和田市、忠岡町、泉大津市、河
内長野市、千早赤阪村、太子町

教育市場における
実績

兵庫県立高校コンピュータ教室機器・校務用コンピュータ・学習用コンピュー
タ、県内市立学校コンピュータ教室機器・学習用コンピュータ等

和歌山県、和歌山県田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町、串本町、古座川町、
太地町、那智勝浦町、新宮市、三重県紀宝町、御浜町、熊野市、奈良県十津
川村

その他
有償サービス

キッティング作業・自営保守作業・管理運用など県内４拠点からサポートしま
す。

保守、メンテナンス
サーバーハウジングサービス、運用、保守、メンテナンス など

MouseGIGAスクールパック 取り扱い販売店様

ＧＩＧＡスクールに関するお問い合わせは・・・

株式会社マウスコンピューター
法人営業本部 コーポレート営業部

ＴＥＬ：０３－６７３９－３８０８
giga@mouse-jp.co.jp



MouseGIGAスクール基本・応用パック
お取り扱い販売店 全国に拡大中



販売店情報、導入事例、最
新機種情報は下記WEB
サイトよりご確認ください。

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



GIGAスクールは
マウスコンピューターに是非ご相談ください。


