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マウスコンピューター、NVIDIA® Quadro® M4000/M5000 搭載クリエイターPCを発売！
～ 最新の Maxwell™ アーキテクチャを採用、4K超解像度の映像編集や高度3Dモデリング用途に最適 ～

2015.12.25

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、NVIDIA® Quadro® M400…
Like 0 ツイート 0

MDV ADVANCEシリーズ

※液晶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、最新の Maxwell™ アーキテクチャを
採用する NVIDIA® Quadro® M4000 / M5000 を標準搭載した、4K超解像度の映像編集や高度3Dモデリング用途に最適な、高性能クリエイターPCを発
売開始いたします。

2015年12月25日16時より、マウスコンピューターウェブサイト、マウスコンピューターダイレクトショップ、マウスコンピューター電話通販窓口に
て発売を開始いたします。

今後もマウスコンピューターは、CAD/CG/AV市場に向けて、最新のテクノロジーを搭載した高品質な製品を、低価格かつ豊富なラインアップとカス
タマイズメニューでご提供し、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

新製品の概要

NVIDIA® Quadro® M4000 / M5000 は、最新の Maxwell™ アーキテクチャを採用、前世代製品よりも消費電力当たりの演算性能が飛躍的に向上しまし
た。また、ディスプレイ出力では、60Hz 4K（4096×2160）や120Hz 2K（2560×1600）に対応する4系統のDisplayPort 1.2を搭載、より高解像度かつ
柔軟なディスプレイ構成への対応が可能になりました。NVIDIA® Mosaic™ テクノロジーを利用して、8K解像度のラージデスクトップを設定すること
も可能です。さらに、OpenGL 4.5やDirectX 12（Shader Model 5.0）など最新のAPIに対応、先進的なアプリケーションを利用する際に恩恵が受けら
れます。特に、NVIDIA® Quadro® M4000 は前世代製品からメモリ容量が倍増、帯域幅も広がり、4K超解像度の映像編集や高度な3Dモデリングな
ど、大容量データの高負荷処理において、従来よりも優れたパフォーマンスを発揮します。これらの用途に親和性の高いSSDを中心に、豊富なストレ
ージメニューを揃えており、ご用途とご予算に合わせて、お客様専用の最も費用対効果に優れた1台を構成いただけます。

MDV-QZ7750SH4-WS は、Windows 10 Pro 64ビット、インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー、16GBメモリ、1TB HDD、NVIDIA® Quadro®

M4000 を搭載して 20万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MDV-QX9550SH4-WS は、Windows 10 Pro 64ビット、インテル® Core™ i7-5820K プロセッサー、32GBメモリ、240GB SSD（インテル® 535）、
2TB HDD、NVIDIA® Quadro® M4000 を搭載して 27万4,800円（税別・送料別途） でご提供いたします。

MDV-QX9550XH5RF-WS は、Windows 10 Pro 64ビット、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、64GBメモリ、
240GB SSD×2基 RAID-0（インテル® 535）、2TB HDD、NVIDIA® Quadro® M5000 を搭載して 54万9,800円（税別・送料別途） でご提供いたしま
す。

NVIDIA® Quadro® グラフィックス搭載モデル 特集ページ

仕様詳細

製品型番 MDV-QZ7750SH4-WS MDV-QX9550SH4-WS MDV-QX9550XH5RF-WS

OS Windows 10 64ビット 
※Windows 8.1 選択可能、Windows® 7 順次対応

プロセッサー

インテル® Core™ i7-6700 
プロセッサー ( 4コア / 3.40GHz / 

TB時最大4.00GHz / 
8MB スマートキャッシュ )

インテル® Core™ i7-5820K 
プロセッサー ( 6コア / 3.30GHz / 

TB時最大3.60GHz / HT対応 / 
15MB スマートキャッシュ )

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 / HT対応 / 
20MB スマートキャッシュ )

チップセット インテル® Z170 Express チップセット インテル® X99 Express チップセット

メインメモリ
16GB DDR4 PC4-17000 
デュアルチャネル

( 8GB×2 / 最大32GB )

32GB DDR4 PC4-17000 
クアッドチャネル 

( 8GB×4 / 最大64GB )

64GB DDR4 PC4-17000 
クアッドチャネル 

( 8GB×8 / 最大64GB )

SSD オプション ※BTO選択可能 240GB ( インテル® 535 )
480GB ( 240GB×2基 / 

RAID-0 / インテル® 535 )

HDD 1TB ( 7200rpm ) 2TB ( 7200rpm )

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 / 
出力ポート

NVIDIA® Quadro® M4000 （ 8GB VRAM ) / 
DisplayPort×4

NVIDIA® Quadro® M5000 
( 8GB ECC対応VRAM ) / 

DisplayPort×4、DVI-Iポート×1

ディスプレイ オプション ※BTO選択可能

サウンド / 
入出力ポート

ハイ・ディニション・オーディオ / 
ヘッドフォン ( 前面×1 )、マイク ( 前面×1 )、ライン入出力・マイク入力 ( 背面各×1 )

内部拡張 
スロット

PCI Express x16スロット×1 （ 空き×0 ） 
PCI Express x4スロット×1 （ 空き×1 ） 
PCI Express x1スロット×4 （ 空き×4 ） 

※PCI Express x4スロットは、 
PCI Express x16形状

PCI Express x16スロット×2 （ 空き×1 ） 
PCI Express x8スロット×2 （ 空き×2 ） 
PCI Express x1スロット×2 （ 空き×1 ） 

※PCI Express x8スロットは、 
PCI Express x16形状

ネットワーク ギガビット対応LANポート×1 ギガビット対応LANポート×1 ( インテル® NIC )

USBポート USB3.0ポート ( 前面×2 / 背面×4 ) 
USB2.0ポート ( 背面×2 )

USB3.0ポート ( 前面×2 / 背面×8 ) 
USB2.0ポート ( 背面×2 )

入力装置 USBキーボード、USB光学式マウス

電源 500W 80PLUS® SILVER 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 ( センドバック方式 ) / 24時間×365日電話サポート

Office オプション ※BTO選択可能

販売価格 20万4,800円 ( 税別・送料別途 ) 27万4,800円 ( 税別・送料別途 ) 54万9,800円 ( 税別・送料別途 )

株式会社マウスコンピューターは、NVIDIA® Quadro® 搭載製品の 「プリファード・ソリューション・プロバイダ」 です。

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 Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、
Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation
の商標です。

※

AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.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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