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mouse、amanaとの協力により開発したクリエイター向けデスクトップパソコンを「DAIV」ブランドより販売
～ クリエイターによる、クリエイターのためのパソコン ～

2016.02.24

マウスコンピューターTOP > mouse、amanaとの協力により開発したクリエイ…
Like 0 ツイート 0

DAIV-D シリーズ

※ 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）は、クリエイター向け PC ブランド「DAIV(ダイブ)」より、クリエイシ
ョンを最大限にサポートするデスクトップパソコン「DAIV-D シリーズ」を販売します。

本製品は、多くの広告グラフィックを制作するプロダクション「アマナ」の協力を受け開発した、クリエイターによる、クリエイターのためのパソコ
ンです。搭載するグラフィックスや CPU など、多くのカスタマイズを可能とし、幅広いラインナップで展開します。

製品の販売開始は、2016年 3月下旬より、DAIV ホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、電話通販窓口にて行います。

 

DAIV ホームページ

DAIV 特設ページ

マグネット式脱着型フロントパネル シャーシ下部に固定可能

リムーバブルハードディスクベイ

※カスタマイズオプションになります。

※カスタマイズ価格：3,900円（税別）

※ 搭載するハードディスクは付属しません。

ツールレスでフィルターを脱着

ハンドル使用イメージ 手添え用スペースとキャスター

※ キャスターはカスタマイズオプションです。 

※ カスタマイズ価格：3,900円（税別/予価）

全体像 ダイヤル式スイッチ

amana との協力により開発したクリエイター向けデスクトップパソコン

DAIV ブランドにて展開するデスクトップパソコン「DAIV-D シリーズ」は、世の中の広告グラフィックの多くを制作するプロダクション「株式会社
アマナ」の協力を受け、最前線で活躍するクリエイターの意見を参考に開発されました。高速な処理性能やカスタマイズパーツの豊富さは当然のこ
と、移動やハードな使用に耐えうる機能性など、クリエイターの現場の声が反映されたパソコンです。
DAIV ブランドは、写真、動画、イラスト、3DCG など、様々なクリエイティブ分野で、プロフェッショナル・アマチュアを問わず、創作活動を行う
全てのクリエイターへ、最適なパソコンを提案していきます。

～株式会社アマナとは～

株式会社アマナはビジュアルで人の心を動かすプロフェッショナル集団です。ストックフォトを始めとする 2,500 万点のクリエイティブ素材を販売す
るほか、写真・動画・CG・イラストレーションなど、視覚から訴求するビジュアル・コンテンツのマーケットを中心に事業を展開しています。自社
の豊富なクリエイティブリソースと、最新のデジタル技術を最大限に活かし、広告ビジュアル、TVCM、アニメ、ウェブ、電子カタログ・アプリな
ど、企画から制作までワンストップで提供。多彩なビジュアル・コミュニケーションの提案を通じて、企業やブランドの付加価値を最大化することを
ミッションとしています。

株式会社アマナ：http://amana.jp/

開発協力クリエイター

デスクトップパソコン「DAIV-D シリーズ」特徴

幅広い拡張性をもつオープンベイと、着脱型フロントパネル

5 インチオープンベイ×3、3.5 インチオープンベイ×1 を有し、光学ドライブや、リムーバブルハードディスクベイなどの、幅広いカスタマイズが可能
です。
フロント上段に設置されているオープンベイは、マグネット式の着脱型フロントパネルで格納。
オープンベイを使用する際はフロントパネルを取り外し、シャーシ下段にマグネットで固定することが可能です。
オープンベイへの即時アクセスを重視する方は、フロントパネルをシャーシ下段へと常時固定、デザインを重視する方は、シャーシ上段へと固定し、
必要な時に取り外すなど、お好みに応じてフレキシブルに活用できます。

また、シャーシ下段のフロントパネルも脱着式になっています。システム冷却用の細かな通気孔を設けており、パネル内部には水洗い可能な防塵フィ
ルターを標準装備しています。防塵フィルターのアクセスには、ドライバーなどを必要としないツールレス設計を採用しているため、簡単にフィルタ
ーの水洗いを行うことが可能です。

機器の接続を容易にする I/O ポート

様々な機器が常時接続される傾向のある現場において、煩わしさを感じることなく利用できるように、フロント上部分に設置された USB 3.0 やオー
ディオなどの I/O ポートは、あえてカバーを設けず、オープンレイアウトを採用。更に、デスク下に PC を設置した際にも機器の接続を容易とするた
め、I/O の設置角度を地面に対して垂直ではなく、なだらかな傾斜を設けているため、座った状態でも簡単に I/O ポートへのアクセスが可能です。
また、カスタマイズオプションによりオープンベイへと USB 3.0 接続カードリーダーを搭載することで、カメラからの高速データ取り込みも可能で
す。

なだらかな傾斜を設けた I/O ポート

USB 3.0 接続カードリーダーと、USB 2.0 接続カードリーダーのデータ転送比較 

※ カードリーダーはカスタマイズオプションです。 

※ カスタマイズ価格：2,900円（税別） 

※ UDMA7 対応 CF カードにて計測。

頑丈さと移動のしやすさを重視した、ハンドル・キャスター※ を採用

スタジオ内での移動を想定し、持ち上げ・移動がしやすいようにハンドルを標準装備しています。
ハンドル部は、持ち上げ時の加重に耐久できるように、成型部品とシャーシの結合部を板金補強しているため、パソコンの総重量を気にすることな
く、持ち上げることが可能です。
更に、持ち上げる際に「手」に掛かる負荷を軽減するため、ハンドル奥側をラバー加工すると共に、シャーシ後方下部に丸みを帯びた手添え用のスペ
ースを設けています。

また、カスタマイズオプションとして、シャーシ後方下部にキャスターを設置可能です。キャスターはボールベアリングを採用しているため、軸の磨
耗が少ない高耐久性と、スムーズな移動を可能とします。

力強さ、無骨さを表現したデザイン

傷や指紋が目立たず、タフな使用に耐えるために、全体をマットな質感でデザインし、一部にアルミパーツを採用することで、筐体とのコントラスト
により、プロユースとしての品格を持たせています。
また、電源スイッチには、ダイヤル式のスイッチを用いることで、車やバイクにキーを差込み、エンジンに火を入れる事を彷彿とさせるような高揚感
をパソコンでも表現しています。

DAIV-D シリーズ参考ラインナップ

製品型番 DAIV-DGZ500M1 DAIV-DQZ500H1-SP DAIV-DQX700U1-SP2

OS Windows 10 Home 64ビット

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キャッシュ)

インテル® Core™ i7-5930K プロセッサー 
(6コア/3.50GHz/TB時最大3.70GHz/15MB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 デュアルチャネル DDR4 PC4-17000

（8GB×2）
32GB デュアルチャネル DDR4 PC4-17000

（8GB×4）
64GB クアッドチャネル DDR4 PC4-17000

（8GB×8）

最大搭載容量 64GB(16GB×4) ※1 128GB(16GB×8) ※1

ストレージ
SSD 240GB SSD (SATA 6Gbps 接続) 480GB SSD (SATA 6Gbps 接続)

512GB Samsung SM951-NVMe (M.2 規格 /
PCI-E 接続)

HDD 2TB HDD (7200rpm) -（カスタマイズオプション ※2） -（カスタマイズオプション ※2）

拡張ストレージベイ
5 インチベイ×3（空き×3）、3.5 インチベイ
×1(空き×1)、3.5 インチシャドウベイ×5(空き

×3)

5 インチベイ×3（空き×3）、3.5 インチベイ
×1(空き×1)、3.5 インチシャドウベイ×5(空き

×4)

5 インチベイ×3（空き×3）、3.5 インチベイ
×1(空き×1)、3.5 インチシャドウベイ×5(空き

×5)

光学ドライブ -（カスタマイズオプション ※3）

グラフィックス GeForce® GTX™ 960 (VRAM 2GB) Quadro® M4000(VRAM 8GB) Quadro® M5000(VRAM 8GB)

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×1）※ 下段のスロットは×4 動作となります。 

PCI Express×1 スロット×4（空き×4）

PCI Express×16 スロット×2（空き×1） / 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) ●サウンド ラインイン、ラインア
ウト、ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、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 ●LANポート×1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面

×1)

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) ●サウンド ラインイン、ライ
ンアウト、ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力
(モノラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー、
センター・サブウーファー、SPDIF出力 

●LANポート×1 10/100/1000Mbpsギガビット
LAN(背面×1)

●USB 2.0 ポート×2(背面x2) ●USB 3.0 ポート
×6(背面×4、前面×2) ●DisplayPort×3(背面)

●DVIポート×1(背面)

●USB 2.0 ポート×2(背面x2) ●USB 3.0 ポート
×6(背面×4、前面×2) ●DisplayPort×4(背面)

●USB 2.0 ポート×2(背面x2) ●USB 3.0 ポート
×10(背面×8、前面×2) ●DisplayPort×4(背面)

●DVIポート×1(背面)

電源 500W (80PLUS® SILVER) 700W (80PLUS® BRONZE)

サイズ 190(幅) × 485(奥行き) × 450(高さ) ※488(ハンドル付き高さ) mm

保証 1 年間無償保証

販売価格(税別) 14万 4,800円 23万 9,800円 48万 9,800円

※1 最大搭載容量への増設時は、標準で搭載しているメモリを取り外す必要があります。
※2 搭載する SSD の種類により、ハードディスクの最大搭載数は異なります。
※3 DVD スーパーマルチドライブ、ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 書込対応)のどちらかを選択可能です。

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 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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