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マウスコンピューター、アキバ系・サブカル系クリエイターを応援する
AKIBA POP: DOJO推奨パソコンを販売開始！

～ 秋葉原に根付くサブカルチャーを軸に活動するクリエイターをパソコン・ハードウェア面から支援 ～

2015.04.02

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、アキバ系・サブカル系ク…
Like 0 ツイート 0

マンガ・イラスト制作向けパソコン

MDV-GZ7530S-APD

カメラ・動画編集向けパソコン

MDV-GZ7550X-APD

※画面はイメージです。

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、アキバ系・サブカル系クリエイタ
ーを応援するAKIBA POP: DOJO推奨パソコンを2015年4月2日より販売開始いたします。

AKIBA POP: DOJO推奨パソコンとは、ユメノソラホールディングス株式会社（代表取締役 最高経営責任者：吉田 博高、代表取締役 最高執行責
任者：黒田 祥平、本社：東京都）がサービスを行うアキバ系・サブカル系カルチャースクール「AKIBA POP: DOJO」のレッスン会場で実際に使用
されているクリエイティブ用途向けのパソコンのスペックを再現した製品となり、 レッスンで学んだことを自宅で実践したいが、「どのようなパソ
コンを選んでよいか分からない」というクリエイターの方々にオススメな製品です。

パソコンのスペックが分からない等のパソコン初心者の方々でも、レッスン会場と同様の環境が手に入るため、ハードウェア面での懸念が無くなり、
制作活動に専念することができます。

AKIBA POP: DOJOとは

「AKIBAPOP:DOJO」は、アキバ系・サブカル系に特化した「学びの場」と「集いの場」を提供する、マッチングプラットフォーム・サービスです。
イラスト、マンガ、ゲーム、アニメ、プラモデル、コスプレ、メイド、ボカロ、オタ芸、鉄道など、それぞれのジャンルには、プロ並のスキルや知識
を有している方がたくさんいらっしゃいます。 クリエイターの方々のスキルや知識を「レッスン」という形で、それらを受けたい方々へ提供して頂
くことができます。

また、レッスンのみならず、共通の趣味や興味を共有する「コミュニティ」を開催することもできます。レッスンやコミュニティの価格・スケジュー
ル・場所は、レッスンの先生やコミュニティの主催者が自由に設定可能です。（※秋葉原・八丁堀にレッスン・コミュニティスタジオを用意しており
ます。）

学費や時間の問題により、専門の学校・スクール等に通うのが難しい方、マニアックなジャンルが故に、仲間探しが難しかった方、AKIBAPOP:DOJO

なら、学びたかったあのレッスンや、欲しかった仲間達をオンライン上でマッチングを行い、実際にリアルコミュニケーションで楽しむことができま
す。

パソコン・ハードウェア面からのクリエイター支援

従来、イラストやマンガ制作、カメラや動画編集などのハイスペックなパソコンを必要とするレッスンにおいて、各先生方がレッスン毎にハイスペッ
クなパソコンの個別配備や、配備が伴わないことによるレッスン開催への懸念が発生していました。
この度、マウスコンピューターは、AKIBAPOP:DOJOに協賛し、秋葉原・八丁堀 2拠点におけるレッスン・コミュニティスタジオへと、高性能なクリ
エイター向けパソコンと、液晶モニタを合計30台配備。 これにより、従来の懸念点が解消され、快適なレッスン環境を構築します。

秋葉原のスタジオには、「マンガ・イラスト制作向けパソコン」を5台、「カメラ・動画編集向けパソコン」を5台、八丁堀のスタジオには、「マン
ガ・イラスト制作向けパソコン」を15台、「カメラ・動画編集向けパソコン」を5台配備しています。 

どちらのスタジオにも、sRGB109％をカバーする液晶を採用したiiyama製モニタを、パソコンと同数配備しています。

スタジオに設置される「マンガ・イラスト制作向けパソコン」には、株式会社セルシス（代表取締役社長  野﨑 愼也、本社：東京都）の協賛により、
マンガ・イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT EX」がインストールされています。 

本機材の運用は、2015年4月6日より開始されます。

マウスコンピューターは、ユメノソラホールディングス株式会社・株式会社セルシスと協力し、クリエイターの方々の創作活動を支援してまいりま
す。

AKIBA POP: DOJO推奨パソコン概要

AKIBA POP: DOJOに配備したパソコンのスペックを再現する製品として、「マンガ・イラスト制作向け」に、クアッドコアCPUによる高速処理、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-GZ7530S-APD」が109,800円（税別）。
「カメラ・動画編集向け」に、更にCPUとメモリ容量を強化し、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リムーバブルベイを搭載した「MDV-GZ7550X-APD」が169,800円（税別）となります。 

各モデルに、sRGB109％をカバーする液晶を採用したiiyama製モニタを付属した製品もご用意します。

新製品の主なスペック (標準モデル)

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-GZ7530S-APD インテル® 
Core™ i5-

4460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 
16GB PC3-

12800

120GB 
SSD＋2TB 
SerialATAIII 

HDD 
7200rpm

DVDスーパー
マルチドライ

ブ

Windows 
8.1 Update 
64ビット

-
109,800
円（税
別）

MDV-GZ7530S- 
APD-P24 

（ディスプレイセット）

iiyama ProLite 
XB2485WSU-2

139,800
円（税
別）

MDV-GZ7550X-APD インテル® 
Core™ i7-

4790プロセッ
サー

NVIDIA® 
GeForce® 

GTX960（ビデオメモ
リ2GB）

デュアルチャ
ネル 

DDR3 
32GB PC3-

12800

240GB 
SSD＋2TB 
SerialATAIII 

HDD 
7200rpm

-
169,800
円（税
別）

MDV-GZ7550X-APD 
（ディスプレイセット）

iiyama ProLite 
XB2485WSU-2

199,800
円（税
別）

今後もマウスコンピューターは、クリエイターの方々の快適な創作活動を実現する環境を提案していきます。

AKIBA POP: DOJO推奨パソコン販売ページ

大容量メモリを搭載し、マルチコアCPU、64ビットOSによる高い処理能
力

多機能かつ高度な編集をより快適にするために、64BIT OS、マルチコア
CPU、大容量メモリを標準搭載することを基軸としてカスタマイズされて
います。
パソコンに対して負荷の高い、多数のレイヤーを駆使した作業、高解像度
の写真からイラストへの変換などにも、十分に対応できるスペックを実現
しています。

3Dモデリングデータも楽々扱える高いグラフィック性能！

3Dモデリングデータを読込み、イラストやマンガへのトレース作業や、3D

モデリングデータそのものを利用した制作を想定し、高性能グラフィック
スカードを標準搭載。パソコンの性能を気にすることなく、創作活動に専
念できる環境を構築します。

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
ードリーダーを標準付属。

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「MDV for Photo」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。

HDDのリムーバブル化により、限界なき保存領域。

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。

手に取りやすい価格を維持しながら、抜群の色表現を実現

従来のIPSパネルよりも透過率が向上したことにより、色再現性の精度や
安定性の向上と低消費電力を実現した AH-IPSパネルを採用しておりま
す。
応答速度5ms(GtoG) コントラスト比500万：1(ACR時） 輝度300cd/㎡ 視
野角左右各89°上下各89° の 広視野角で、疲れにくい安定した色表示が可
能なうえ低消費電力を実現いたしました。
高画質画像編集を行うクリエイティブ作業やCADなどの製図作業のほか
に、ビジネスシーンの縦軸幅を多く必要とする縦長の表計算や文書作成な
どで作業効率アップが図れます。A3サイズを原寸大で表示可能なので細か
い作業や長時間の作業などには特に違いを体感いただけます。
パネルは16：10のAH-IPS方式のホワイトLEDバックライトを採用。

FHD解像度を原寸大で表現しながら、編集ツールの表示も両立可能な
WUXGA（1920 ｘ 1200）解像度に対応。

最大画面解像度は1920×1200(WUXGA)に対応しており、A3サイズを原寸
大で表示が可能だから高画質画像やワイド画像編集作業を行うクリエイテ
ィブ作業、CADなどの製図作業に最適。また、ビジネスシーンでも縦軸幅
を多く必要とする縦長の表計算や文書作成などで作業効率アップが図れま
す。パネルは16：10のAH-IPS方式のホワイトLEDバックライトを採用。

製品コンセプト

マンガ・イラスト制作向けパソコン

カメラ・動画編集向けパソコン

液晶セット共通仕様

製品の詳細スペック(マンガ・イラスト制作向けパソコン)

製品型番 MDV-GZ7530S-APD MDV-GZ7530S-APD-P24

OS Windows 8.1 Update 64ビット

CPU インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー ( 4コア / 3.20GHz / TB 時最大 3.40GHz / 6MB キャッシュ)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX750（ビデオメモリ1GB）

メモリ 16GB PC3-12800 DDR3 (8GB×2) /最大 32GB (8GB×4)

ストレージ 120GB SSD＋2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® Z97 Expressチップセット

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,Micro(M2) 含む)、xDピクチャーカード、マル
チメディアカード(MMC4.0 含む)］

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 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) ●DVIポート
x2(背面)  ●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)

電源 500W 電源(80PLUS® SILVER)

サイズ 190 (幅)×490 (奥行き)×410 (高さ) mm

保証期間 1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート

ディスプレイ - iiyama ProLite XB2485WSU-2

本体販売価格 109,800円（税別） 139,800円（税別）

新製品の詳細スペック (ストレージ強化モデル)

製品型番 MDV-GZ7550X-APD MDV-GZ7550X-APD-P24

OS Windows 8.1 Update 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー ( 4コア / 3.60GHz / TB 時最大 4.00GHz / 8MB キャッシュ / HT対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX960（ビデオメモリ2GB）

メモリ 32GB PC3-12800 DDR3 (8GB×4) /最大 32GB (8GB×4)

ストレージ 240GB SSD＋2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® Z97 Expressチップセット

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

USB3.0対応マルチカードリーダー ［対応メディア：M2 スロット / SD.MMC スロット / Micro SD スロット / CF/MD スロット / MS スロッ
ト］+ 

［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,Micro(M2) 含む)、xDピクチャーカード、マル
チメディアカード(MMC4.0 含む)］

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×1 (空き×0) / PCI Express×4 スロット×1 (空き×1) / PCI Express×1 スロット×4 (空き×3)

その他

USB キーボード、USB 光学式スクロールマウス、3.5インチHDDリムーバブルベイ

■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×2 (背面×2) ●USB 3.0 ポート×7 (前面×3 / 背面×4) ●DVI
ポート×1 (背面×1) ●DisplayPort ポート×3 (背面×3) ●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 500W 電源(80PLUS® SILVER)

サイズ 190 (幅)×490 (奥行き)×410 (高さ) mm

保証期間 1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート

ディスプレイ - iiyama ProLite XB2485WSU-2

本体販売価格 169,800円（税別） 199,800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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