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マウスコンピューター、快適なデジタルカメラライフを提案するシリーズを発表！
～ PCが解放するデジタルフォトの可能性 ～

2015.02.10

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、快適なデジタルカメララ…
Like 0 ツイート 0

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、パソコンメーカーならではの目線
で、快適なデジタルカメラライフを提案するシリーズ「MDV For Photo」を発表します。 

製品の販売開始は、2015年2月23日15時を予定しております。

本製品は、「写真のデータ取り込み」・「保存」・「高速レタッチ」・「カラーマッチング」にフォーカスし、データ転送速度や待ち時間、色ズレの
不一致など、デジタルカメラ利用における様々な煩わしさから解放する、トータルソリューションとなります。
パソコン本体とセットになる液晶ディスプレイはキャリブレーションを行い、プリンターについてもドライバー、ICCプロファイルを適用したうえで
出荷するため、煩わしい初期設定に悩まされることなく、納品時から快適に使用することができます。また、納品先の環境光におけるカラーマッチン
グを行う出張設置サービスのメニューもご用意いたします。

製品共通のスペックとして、高速データ転送を実現するUSB3.0対応カードリーダー、限界の無い保存領域を確保する3.5インチHDDリムーバブルベ
イ、プロカメラマンの写真管理ソフトウェアの定番ともいえるAdobe® Photoshop® Lightroom® 5、容量無制限のオンラインバックアップサービス
「AOSBOX Cool」 90日間無料版を採用。

さらに、写真の色ズレを極限まで抑えるために、世界共通「Adobe RGB」に対応したキャリブレーション対応液晶ディスプレイ「EIZO CX241-

CNX」、CX241用遮光フード「CH7」、色評価用蛍光灯スタンド「Z-208-EIZO」、広色域印刷に対応したプリンター「PIXUS PRO-10」（専用写真
用紙・光沢 ゴールド A4 50枚付属）が付属するセットプランをご用意しています。

今回発表する製品として、クアッドコアCPUによるリアルタイム処理、大容量メモリによる快適な作業環境、SSDとHDDの同時搭載による速度と大
容量保存領域を両立した「MDV-GZ7000S-DP」が219,000円（税別）。さらに高速な処理を実現するヘキサコアCPU、10ビットカラー表現が可能な
グラフィックスを搭載した「MDV-QX7000B-DP」が269,000円（税別）。 

各モデルに、液晶ディスプレイセットとプリンターを付属した製品もご用意します。

製品別簡易仕様

機種名 CPU グラフィックス メモリ ストレージ
光学ドラ
イブ

OS その他 価格

MDV-GZ7000S-DP
インテル®

Core™ i7-4790K
プロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX750（ビデオメモ

リ1GB）

デュアル
チャネル

DDR3
32GB
PC3-
12800

240GB SSD
（インテル®
530 シリー
ズ）＋3TB
SerialATAIII

HDD
7200rpm

DVDスー
パーマル
チドライ
ブ

Windows 8.1
Pro Update 64
ビット

-
219,000
円（税
別）

MDV-GZ7000S-DP-PP
（ディスプレイ＆プリン

タセット）

「EIZO CX241-CNX」・
「CH7」・「Z-208-EIZO」・

「PIXUS PRO-10」

429,000
円（税
別）

MDV-QX7000B-DP
インテル®

Core™ i7-5820K
プロセッサー

NVIDIA® Quadro®
K620（ビデオメモリ

1GB）

クアッド
チャネル

DDR4
32GB
PC4-
17000

240GB SSD
（インテル®
530 シリー
ズ）＋2TB
SerialATAIII

HDD
7200rpm

-
269,000
円（税
別）

MDV-QX7000B-DP-PP
（ディスプレイ＆プリン

タセット）

「EIZO CX241-CNX」・
「CH7」・「Z-208-EIZO」・

「PIXUS PRO-10」

479,000
円（税
別）

本製品は、2015年2月12日（木）～2月15日（日）にパシフィコ横浜にて開催される「CP+ CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW 2015」に出展する
マウスコンピューターブースにおいて展示され、製品の快適さを実際に体験することができます。
また、今回発表する製品以外にも様々なラインナップをご用意し、製品の詳細スペックや、出張サービスメニューの料金体系は後日発表致します。
今後もマウスコンピューターは、フォトグラファーの方々に向けて、「PCが解放するデジタルフォトの可能性」をテーマにかかげ、PCがもたらす快
適なカメラライフの提案を行っていきます。

フォトグラファーモデル コンセプトページ

従来のUSB 2.0 との互換性を維持しながら、圧倒的に優位なデータ転送を
誇るUSB 3.0 規格。多くのカードリーダーがUSB 2.0 規格である中で、こ
のフォトグラファーモデルはUSB 3.0対応カードリーダーを搭載すること
にこだわり、カメラからPC へのデータ転送速度を飛躍的に向上させてい
ます。
※高速データ転送を行う為に、高速転送対応メモリーカードの使用を推奨
します。
※データ転送速度はメモリーカードの性能に依存します。

Adobe® Photoshop® Lightroom® にはカタログと呼ばれる「統合管理機
能」によって、PC内の全てのデジタルフォトデータを一元管理することが
出来ます。夜景や人物などのタグ付けやレタッチなどを行っても元の画像
ファイルに影響しない「非破壊編集方式」を採用、複数のカメラRAWファ
イルも扱えるため、カメラブランドごとに写真管理ソフトウェアを使い分
ける煩わしさから解放されます。

多くのデジタルフォトデータを取り込み管理していく上で、データのリー
ドライト(読み込み/書き込み)スピードと、データの保存領域の両立なくし
て快適な環境とはいえません。フォトグラファーモデルでは、起動ディス
クやソフトウェアなど頻繁にリードライトが発生するストレージには、圧
倒的な高速性と衝撃にも強いSSDを、データ保存領域には低コストかつ大
容量化に適したHDD(7,200rpm)を配置しています。

Adobe® Photoshop® Lightroom® 通常は内蔵ストレージとして配置される
HDD を、PC のフロントパネルから、片手で簡単に着脱可能にするリムー
バブルベイを実装しました。PC を分解する必要や、厄介な配線に困るこ
とはありません、まるでメモリーカードを差し替えるような感覚で、使い
たいHDD を着脱することが可能になります。また、外付けストレージ
（BTO オプション）をご用意しています。 

※ 購入時はリムーバブルベイにHDDは非搭載となります。 

※ 標準ストレージ(SSD/HDD)は内蔵ベイに搭載となります。

データ容量の大きな写真を加工・編集するには、メモリ容量が多いほど快
適かつ効率的な作業環境を構築できます。フォトグラファーモデルでは
64bit OS を搭載し、最大64GB メモリまで拡張でき、（32bit OS の最大メ
モリは4GB までとなる）多くのメモリを消費するソフトウェアを同時に立
ち上げても、パフォーマンスを下げることなく、快適なデジタルフォトラ
イフをサポートします。

Adobe® Photoshop® Lightroom® フォトグラファーモデルでは、色補正、
明暗補正処理などを遅延なくプレビューできるようリアルタイム処理に優
れた最新CPUを搭載することで、より効率よく写真データのレタッチ/現像
を行えます。

フォトグラファーモデルでは、色表現にとことんこだわれる液晶ディスプ
レイとして、「EIZO CX241-CNX」を採用。ディスプレイでの表示とプリ
ンターでの印刷まで、キャリブレーションによるカラーマネジメント環境
を構築する事が可能です。

デジタルフォトの最終的な仕上げを、プリント（印刷）としているフォト
グラファーも少なくないことでしょう。フォトグラファーモデルでは10 色
の顔料インク、広色域再現、カラーマッチングを可能とした高品質プリン
ター「Canon Pro-10」をセットモデルとしています。 

※付属するCanon 推奨の専用光沢用紙を用いる事で、最適なカラーマッチ
ングを実現します。

大量の写真データも、大容量の動画データも、PC の中の大量のコンテン
ツを、容量を気にすることなくバックアップが可能です。クラウド上にデ
ータを保護すると同時に、PC に接続された外付けハードディスクにもデ
ータを自動でバックアップすることも可能です。また、管理されたデジタ
ルフォトデータは、PC 以外の端末でも閲覧できます。 

※90 日以降は有料になります。

PC の開梱から設置はもちろんのこと、ご自宅における最終的なカラーマ
ッチングとプリンターの調整を行うメニューもご用意しております。PC

の初期設定はマウスコンピューターに、あなたはデジタルフォトライフに
集中することができます。
※メニュー詳細は後日発表致します。

新製品の特長

PCへのデジタルフォトデータの取り込み速度が最大10倍以上に。USB3.0対応カードリーダーおよびUSB3.0ポートを標準付属。

プロカメラマンの写真管理ソフトウェアの定番とも言える、Adobe® Photoshop® Lightroom® をインストール済。

高速ストレージ（SSD）大容量ストレージ（HDD）を搭載し、低コストで高速性と大容量性を両立する。

HDDのリムーバブル化により、限界なき保存領域。

すべての処理をスムーズに。最大64GB メモリを搭載可能とした先進スペック。

リアルタイム処理に優れる、最新の高速CPU を搭載。

世界共通「Adobe RGB」に対応したキャリブレーション対応液晶ディスプレイ。

印刷時の色ズレを極限まで抑える広色域印刷に対応したプリンターをご用意。

容量無制限のバックアップサービス「AOSBOX Cool」。

難しい初期設定は「出張カラーマッチングサービス」にお任せください。

マウスコンピューターブースのご案内

日時
2015年2月12日（木）～2月15日（日） 10：00～18：00（最終日のみ17：00） 
※2015年2月12日（木）10：00～12：00はプレミアタイム（特別招待者・プレス関係者・プレミアタイム招待券持参者のみ。

会場
パシフィコ横浜
http://www.cpplus.jp/aim/access.shtml

主催 一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）

出展内容
「PCが解放するデジタルフォトの可能性」をテーマに、PCがもたらす快適なカメラライフの提案を行います。  
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/photographer/

会場案内図：G-23（マウスコンピューターブース）

展示イメージ

詳細につきましては、「CP+ CAMERA ＆ PHOTO IMAGING SHOW 2015」のイベントページをご覧ください。

http://www.mouse-jp.co.jp/abest/photographer/  

※出展内容につきましては、当ウェブページにて情報更新をしてまいります。

CP+（シーピープラス）2015 出展のお知らせ

「CP+ CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW 2015」公式ページ

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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