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マウスコンピューター、圧倒的なパフォーマンスを誇るエンスージアスト向け SSD
『インテル® SSD 750シリーズ』を搭載したデスクトップパソコンを販売開始！

～ NVMe 対応超高速 SSD シーケンシャルリード 2,000MB/秒オーバーを実現 ～
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マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、圧倒的なパフォーマンス…
Like 0 ツイート 0

MDV-ADVANCE シリーズ 

※画面はイメージです。ディスプレイはオプションです。

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® SSD 750 シリーズと第 4

世代の最新 CPU 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、最新規格の NVM Express に対応した「インテル® SSD 750 シリーズ」と最新チップセット「インテル® X99 Express チップセ
ット」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」となります。

6月 3日 (水) 15時 00分より、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

機種名 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-GX9541S-
SH インテル® Core™

i7-5820K プロセッ
サー

16GB DDR4
PC4-17000

インテル® X99
Express チップ
セット

400GB インテル®
SSD 750 シリーズ

+ 2TB HDD
SATAIII 7200rpm DVD スーパー

マルチドライ
ブ

NVIDIA®
GeForce®
GTX™ 960

タワー
型

Windows 8.1
Update 64ビッ

ト

22万 9,800円

MDV-GX9541X2-
SH

NVIDIA®
GeForce®
GTX™ 980

26万 9,800円

MDV-GX9541X2-
M32-SH

インテル® Core™
i7-5960X プロセッ

サー

32GB DDR4
PC4-17000

1.2TB インテル®
SSD 750 シリーズ

+ 2TB HDD
SATAIII 7200rpm

46万 9,800円

MDV ADVANCE シリーズ製品ページ

新製品の特長

NVMe 接続採用、最新のインテル® SSD 750 シリーズ搭載

インテル® SSD 750 シリーズはシーケンシャルリードが 400GB モデルで最大 2,200MB/秒、1.2TB モデルで最大 2,400MB/秒(ともに公称値)と、今ま
での SSD とは一線を画す非常に高速な SSD です。 

また PCI-Express（PCIe）を接続インターフェースに採用し、内部インターフェースの仕様も現在主流の AHCI（Advanced Host Controller

Interface）ではなく、後継となる SSD 専用の通信規格 NVM Express（Non-Volatile Memory Express）に対応することで、インテル® 750 シリーズの
持つ性能を最大限に発揮いたします。

最新グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX™ 900 シリーズ搭載

第2世代 Maxwell を採用した「NVIDIA® GeForce® GTX™ 960」および「NVIDIA® GeForce® GTX™ 980」は卓越したパフォーマンスと他に例を見
ない電力効率性を誇り、高品質のサンプリングや 1080p のディスプレイでも4Kクオリティのゲーミングを実現するスーパーレゾリューション技術な
どの最先端機能を搭載しています。

最新の第4世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載

22nm プロセス技術を採用した第4世代インテル® Core™ プロセッサーシリーズのインテル® Core™ i7-5820K プロセッサーを搭載。 

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 6 コアプロセッサーで 6 コア 12 スレ
ッドとなり、動作クロックは定格 3.30GHz、TB 時 3.60GHz で駆動し、高速な処理速度を実現します。 

※ MDV-GX9541X2-M32-SH は最上位のインテル® Core™ i7-5960X プロセッサー エクストリーム・エディション(8コア / 16スレッド定格 3.00GHz

TB 時 3.50GHz) を搭載しています。

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

CPU やストレージ、光学ドライブ以外に BTO で水冷 CPU クーラーも対応する事で、筐体内部の冷却で課題になりやすい熱問題をクリアにしまし
た。 BTO に対応し、ストレージ容量はハードディスクが最大 12TB(6TB×2台搭載)、SSD は最大 1.2TB のカスタマイズが可能となり、大容量と高速
性の両立を実現します。また各種周辺機器の同時購入も可能です。

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。)

ストレージベンチマーク

※ スコアは自社計測による参考値です。ご利用環境により測定結果に高低が発生いたします。

MDV ADVANCE シリーズの詳細スペック

製品型番 MDV-GX9541S-SH MDV-GX9541X2-SH MDV-GX9541X2-M32-SH

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-5820K プロセッサー (6コア/3.30GHz/TB時最大3.60GHz/15MB スマートキ

ャッシュ/HT対応)

インテル® Core™ i7-5960X プロセッサー エ
クストリーム・エディション (8コ

ア/3.00GHz/TB時最大3.50GHz/20MB スマート
キャッシュ/HT対応)

CPU クーラー サイドフロー CPU クーラー (CoolerMaster Hyper212 EVO)

チップセット インテル® X99 Express

メインメモリ 16GB デュアルチャネル DDR4 PC4-17000 (8GB×2/最大64GB(8GB×8))
32GB クアッドチャネル DDR4 PC4-17000

(8GB×4/最大64GB(8GB×8))

ストレージ 400GB インテル® 750 SSD シリーズ ＋ 2TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm)
1.2TB インテル® 750 SSD シリーズ ＋ 2TB シ
リアルATAIII ハードディスク (7200rpm)

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,micro SD 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® GTX™ 960 (VRAM 2GB) NVIDIA® GeForce® GTX™ 980 (VRAM 4GB)

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×16 スロット×2 (空き×0)、PCI Express×8 スロット×2 (空き×2)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×1)

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×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×2 (背面×2) ●USB 3.0 ポート×10 (前面×2/背面×8) ●DVI-Iポート
×1 (背面) ●DisplayPort出力×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/リアスピーカー/センター・サブ

ウーファー/サイドスピーカー×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® BRONZE)

サイズ 190(幅) × 490(奥行き) × 410(高さ) mm

保証 1年間無償保証

販売価格 (税別) 22万 9,800円 26万 9,800円 46万 9,800円

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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