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マウスコンピューター、インテル® 第4世代Core™ CPUと 
WD Black² デュアルドライブを搭載するデスクトップパソコンを販売開始！

～ １つのストレージにSSDとHDDを内蔵したデュアルドライブを標準搭載 ～

2014.11.07

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、インテル 第4世代Core C…
Like 0 ツイート 0

MDV-ADVANCE シリーズ LUV MACHINES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（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、インテル® 第4世代のCore™ CPUと1

つのストレージにSSDとHDDを内蔵した Western Digital WD Black² デュアルドライブを搭載したデスクトップパソコンの販売を開始いたします。

今回発表する製品は、今まで当社ノートパソコンのラインアップで人気を呼んだWestern Digital WD Black² デュアルドライブをデスクトップパソコン
に搭載したモデルラインアップとなり、最新CPUの最上位にあたる「インテル® Core™ i7-4790Kプロセッサー」と「NVIDIA® GeForce® GTX970」
と「Western Digital WD Black² デュアルドライブ」を搭載したタワー型デスクトップパソコン「MDV ADVANCE シリーズ」、同じく最新CPUの最上
位にあたる「インテル® Core™ i7-4790Kプロセッサー」と「NVIDIA® GeForce® GTX760」と「Western Digital WD Black² デュアルドライブ」を搭
載したミニタワー型デスクトップパソコン「LUV MACHINES シリーズ」となります。

11月7日（金）午後15時より、電話通販窓口、マウスコンピューターWEBサイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップにて受注及び販売を開
始いたします。

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。

MDV-ADVANCEシリーズの主なスペック

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

タ
イ
プ

OS 価格
(税別)

MDV-
GZ7540X2-

BK2 インテル® Core™ i7-
4790Kプロセッサー

16GB
DDR3
PC3 

12800

インテル® Z97
Expressチップセッ

ト

WD Black² デュアルドライブ(120GB
SSD ＋ 1TB ハードディスク)

DVDスーパーマ
ルチドライブ

NVIDIA® 
GeForce® 
GTX 970

タ
ワ
ー
型

Windows 8.1
Update 64ビッ

ト

14万
9,800
円

MDV-
GZ7540X3-

BK2

NVIDIA® 
GeForce® 
GTX 980

16万
9,800
円

LUV MACHINESシリーズの主なスペック

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

OS 価格
(税別)

LM-
iG310X3-

BK2 インテル® Core™
i7-4790Kプロセッサ

ー
8GB

DDR3
PC3 

12800

インテル® H97
Expressチップセッ

ト

WD Black² デュアルドライブ
(120GB SSD ＋ 1TB ハードディス

ク)

DVDスーパー
マルチドライ

ブ

NVIDIA® 
GeForce® 
GTX 750

ミニ
タワ
ー型

Windows 8.1
Update 64ビッ

ト

10万
9,800
円

LM-
iH301X2-

BK2 インテル® H81
Expressチップセッ

ト

インテル® HD グ
ラフィックス

4600

8万
4,800
円

LM-
iH301S-

BK2

インテル® 
Core™ i5-4590 プロ

セッサー

6万
9,800
円

MDV ADVANCE シリーズ 製品ページ

LUV MACHINES シリーズ 製品ページ

1 台の 2.5 インチドライブに 120GB ソリッドステートドライブ（SSD）と 1TB ハードディスクドライブ
（HDD）を組み合わせた、ユニークで革新的なストレージ製品となる「WD Black² デュアルドライブ」を採用。
ドライブの総容量、パフォーマンス、レスポンス、信頼性に優れ、さらにデータの保存方法や保存先をユーザー
が柔軟に設定できる機能を実現しているため、快適な環境を提供します。

今回販売を開始する「WD Black² デュアルドライブ」標準搭載パソコンは、500GBや1TBなどのHDDを搭載した
通常ラインアップのデスクトップパソコンにSSDを追加でお求め頂くよりも安価にストレージ容量、パフォーマ
ンスを発揮できる構成として推奨致します。

新製品の特長

WD Black² デュアルドライブを採用

最新の第4世代 インテル® Core™ プロセッサーとGeForce® GTX970/980を搭載 (全モデル)

22nmプロセス技術を採用し動作周波数が4.00GHzに達した第4世代インテル® Core™ i7-4790Kを搭載。 

インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0、インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応したクアッドコアプロセッサーで4コア8ス
レッドとなり、動作クロックは定格4.00GHz、TB時4.40GHzで駆動し、高速な処理速度を実現します。

最新グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX970搭載（MDV-GZ7540X2-BK2 / MDV-GZ7540X3-BK2）

高精細なグラフィックスを表現可能な「NVIDIA® GeForce® GTX970 /GTX980 」 を搭載。 

美麗な3D映像表現や、NVIDIA® PhysX™ テクノロジによる物理演算、NVIDIA® PureVideo® HD テクノロジによる高精細な映像処理、NVIDIA®

CUDA™ テクノロジによるマルチメディア用途への劇的な処理速度向上を実現します。

導入しやすい価格帯のミドルスペックモデル（LM-iG310X3-BK2 / LM-iH301X2-BK2）

ミニタワーケースにWD Black² デュアルドライブを搭載したモデルをラインアップ致しました。
価格、性能を犠牲にせずバランスを重視し 「NVIDIA® GeForce® GTX750」 を搭載した「LM-iG310X3-BK2」シリーズ 

普段使いからエンターテインメント向けを想定、コストパフォーマンスを追及し 「インテル® HDグラフィックス 4600」を搭載し導入しやすい価格
を重視した「LM-iH301X2-BK2」(税別8万4,800円 ※)、「LM-iH301S-BK2」(税別6万9,800円 ※) シリーズ となります。 

※それぞれ、期間限定特別値引き適用時の販売価格となります。

幅広いBTO項目を提供、パワーユーザーにも納得のカスタマイズ性を実現

ストレージ容量は最大6TBハードディスクのカスタマイズが可能となり、WD Black²だけでは物足りないパワーユーザー向けに更にハードディスクの
追加搭載が可能です。WD Black²とハードディスクを同時に搭載する事で大容量と高速性の両立を実現します。オフィスソフトウェアや各種周辺機器
の同時購入も可能です。

Windows® 7 プリインストールモデルもラインアップ

WD Black² 搭載モデルはWindows ® 7 Professional プリインストールモデル※ をお求め頂けます。 

Windows ® 7 Professional プリインストールモデルは、Windows 8.1 ダウングレード権が標準で付帯する事で、お使い頂くユーザー様の好きなタイミ
ングでWindows ® 7から Windows 8.1 へアップグレードが行えます。

Windows 8.1 Pro ダウングレードサービスの詳細については下記URLを参照ください。 

http://www.mouse-jp.co.jp/bto_customize/windows8_1_dg.html

※Windows® 7 Professional (Windows 8.1 ダウングレード権付)プリインストールモデルは、Windows 8.1 モデルと比べて販売価格が5,000円(税別)加
算となります。

24時間365日無償電話サポート対応

標準で365日24時間の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、ご購入後も安心してご利用いただけます。  

（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

MDV ADVANCE シリーズの詳細スペック

製品型番 MDV-GZ7540X2-BK2 MDV-GZ7540X3-BK2

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー (4コア/4.00GHz/TB時最大4.40GHz/8MBキャッシュ)

チップセット インテル® Ｚ97 Expressチップセット

メインメモリ 16GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800 （8GBｘ2/最大32GB(8GBx4）)

ストレージ Western Digital WD Black² デュアルドライブ (120GB SSD ＋ 1TB HDD)

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

カードリーダー
マルチカードリーダー  

［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2)含む)、マルチメディ
アカード、xDピクチャーカード］

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX970 (GDDR5/VRAM4GB) NVIDIA® GeForce® GTX980 (GDDR5/VRAM4GB)

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

内部拡張スロット PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Expressx4 スロットx1 (空き x1)、PCI Express x1スロットx4（空きx4）

その他

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x 1(背面x1)●USB2.0ポートx2(背面x2)●USB3.0ポートx6(前面 x2/背面x4)●サウンド マ
イク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインｘ1（背面x1） ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面

x1)

●DVI-Dポートx1(背面) ●DVI-Iポートx1(背面) ●DisplayPort出力 ｘ1 ●DisplayPort出力 ｘ3 ●DVI-Iポートx1(背面)

電源 700W (80PLUS® BRONZE)

サイズ 190(幅) x 490(奥行き) x 410(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証

販売価格(税別) 14万9,800円 ※1 16万9,800円 ※2

※1 期間限定特別値引き適用時の販売価格となります。通常時は16万9,800円となります。
※2 期間限定特別値引き適用時の販売価格となります。通常時は19万9,800円となります。

LUV MACHINES シリーズの詳細スペック

製品型番 Lm-iG310X3-BK2 LM-iH301X2-BK2 LM-iH301S-BK2

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー (4コア/4.00GHz/TB時最大4.40GHz/8MBキャッ

シュ)※1

インテル® Core™ i7-4590 プロセッサー (4
コア/3.30GHz/TB時最大3.70GHz/8MBキャッ

シュ)※2

チップセット インテル® H97 Expressチップセット インテル® H81 Expressチップセット

メインメモリ
8GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800 ※3

（4GBｘ2/最大32GB(8GBx4）) （4GBｘ2/最大16GB(8GBx2）)

ストレージ Western Digital WD Black² デュアルドライブ (120GB SSD ＋ 1TB HDD)

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス
NVIDIA® GeForce® GTX750

(GDDR5/VRAM1GB)
インテル® HD グラフィックス 4600

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

内部拡張スロット
PCI Express x16スロットx2 （空きx1）  
PCI Express x1スロットx1 （空きx1）

PCI Express x16スロットx1（空きx1）  
PCI Express x1スロットx2（空きx2）

その他

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x 1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイク

インｘ1（背面x1） ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

●USB2.0ポートx2(背面)●USB3.0ポート
x6(前面x4､背面x2)●DVIポートx1(背面) ●D-

subポートx1(背面)

●USB2.0ポートx4(前面x2､背面x2)●USB3.0ポートx2(背面x2)●DVIポートx1(背面) ●D-subポ
ートx1(背面)

電源 500W (80PLUS® SILVER) 350W (80PLUS® BRONZE)

サイズ 180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm

保証期間 1年間無償保証

販売価格(税別) 9万9,800円 ※3 8万4,800円 ※4 6万9,800円

※1 CPU無償アップグレード適用時のプロセッサーとなります。通常時はインテル® Core™ i7-4790 となります。
※2 CPU無償アップグレード適用時のプロセッサーとなります。通常時はインテル® Core™ i5-4460 となります。
※3 メモリ無償アップグレード適用時の容量となります。通常時は4GB(4GBx1) となります。
※4 期間限定特別値引き適用時の販売価格となります。通常時は10万9,800円となります。
※5 期間限定特別値引き適用時の販売価格となります。通常時は8万9,800円となります。

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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