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マウスコンピューター、NVIDIA® GeForce® GTX Titan Black を搭載した 
ウルトラハイエンドパソコンを販売開始！

～ヘキサコアの Ivy Bridge-E マイクロアーキテクチャプラットホームで快適な処理性能を実現～

2014.04.25

マウスコンピューターTOP > NVIDIA GeForce GTX Titan Black を搭載したウル…
Like 0 ツイート 0

MDV-ADVANCE シリーズ

※ 画像はイメージです。ディスプレイはオプションとなります。

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、以下マウスコンピューター)は、ヘキサコア インテル® Core™ i7-4960X

プロセッサー エクストリーム・エディションに NVIDIA® GeForce® GTX itan Black を搭載したウルトラハイエンドパソコンの販売を開始します。

今回発表する新製品は 2014年 4月 25日 (金) 15時より、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
プにて、受注を開始します。 マウスコンピューターは、今後も最新のテクノロジーと幅広いラインアップでお客様の多様なニーズにお応えします。

新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー グラフィックス メモリ ストレージ チップセット
光学ドラ
イブ

OS 電源 価格

MDV-GX9400X4 インテル® Core™ i7-
4960X プロセッサー
エクストリーム・エデ

ィション

NVIDIA® GeForce®
GTX Titan Black (
GDDR5 / 6GB )

64GB

2TB SATAIII ハー
ドディスク インテル® X79

Express チップ
セット

ブルーレ
イディス
クドライ
ブ

Windows 8.1
Pro 64ビット

700W
(80PLUS®

GOLD)

39万
9,800円
(税別)

MDV-GX9400X4-SH
2TB SATAIII ハー
ドディスク ＋
180GB SSD

41万
4,800円
(税別)

MDV-ADVANCE 製品ページ

新製品の特長

シングル VGA の最高峰、NVIDIA® GeForce® GTX Titan Black とヘキサコアのインテル® Core™ i7-4960X プロセッサーを搭載
したウルトラハイエンドパソコン

22nm プロセス技術を採用しヘキサコアを搭載した、シリーズ最上位インテル® Core™ i7-4960X プロセッサー エクストリーム・エディションはイン
テル・ターボブースト・テクノロジー有効時に最大 4.00GHz 駆動する事で、レスポンスに有効なシングルタスク、並列作業に有効なマルチタスク、
どちらでも高速な処理速度を実現します。
グラフィックには最新の NVIDIA® GeForce® GTXTitan Black (GDDR5/6GB) を採用、先代の Titan に比べ、コアクロック、メモリクロックの向上と
SMX が 14→15基、CUDA コア数 2688 → 2880基となり、倍精度浮動小数点演算プロセッサのフルスピードモードをサポートする事で、画像／動画
の処理、計算生物学、計算科学、流体力学シミュレーション、地震解析など幅広い分野でその性能を発揮します。
ハイエンドプロセッサーとの組み合わせで、高解像度環境、エンターテインメントからゲームまで多数の環境に対応します。

拡張性に優れたミドルタワーを採用し、パワーユーザーにも納得のカスタマイズ性を実現

ハードディスクの脱着が容易に行える専用ハードディスクホルダを内蔵する事で拡張性も豊富な筐体に仕上がり、アップグレードに備えるパワーユー
ザーにも納得のカスタマイズ、アクセスを実現します。

BTO カスタムで水冷に対応、システムレベルで冷却と静音を両立

インテル® Core™ i7 プロセッサーは BTO カスタムで標準 CPU クーラーから水冷クーラーにカスタムする事で筐体の発熱をより効率的に外部に排出
する事が可能となります。メンテナンスフリーな水冷クーラーは発熱量の高いハイエンドモデルの理想的な冷却システム構成となります。
※ MDV ADVANCE は全てのモデルで水冷システムをBTOにてお選び頂けます。

MDV ADVANCE の詳細スペック

製品型番 MDV-GX9400X4 MDV-GX9400X4-SH

OS Windows 8.1 Pro 64 ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4960X プロセッサー エクストリーム・エディション 

(6 コア / 3.60GHz / TB 時最大 4.00GHz / 15MB キャッシュ / HT 対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX Titan Black (GDDR5 ビデオメモリ 6GB)

メインメモリ 64GB クアッドチャネル DDR3 PC3-14900 (8GB×8 / 最大 64GB (8GB×8))

ハードディスク 2TB シリアルATAIII (7200rpm)

SSD - 180GB インテル® SSD 530 シリーズ

チップセット インテル® X79 Express チップセット

光学ドライブ ブルーレイディスクドライブ

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

拡張スロット PCI Express×16 スロット×2 (空き×1)、PCI Express×8 スロット×2 (空き×2)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×1)、PCIスロット×1 (空き×1)

その他

付属ハードウェア：USB キーボード、USB 光学式スクロールマウス

I/O ポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×6 (背面×6) ●USB 3.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●DVI-D ポート
×1 (背面) ●DVI-I ポート×1 (背面) ●DisplayPort 出力 ×1 ●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面

×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

電源 700W 80PLUS® GOLD

サイズ 190(幅) × 490(奥行き) × 410(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証

価格 39万9,800円（税別） 41万4,800円（税別）

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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