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DAIV、最新アーキテクチャ採用のGeForce® GTX™ 1060を搭載し 
クリエイティブな用途に特化したデスクトップパソコンを販売開始！

2016.07.20

マウスコンピューターTOP > DAIV、最新アーキテクチャ採用のGeForce® GTX…
Like 0 ツイート 0

DAIV-DGZ500シリーズ ※ ディスプレイはオプションになります。

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、クリエイター向けPCブランド
「DAIV(ダイブ)」より、最新アーキテクチャを採用したGeForce® GTX™ 1060と高速性／保存性に優れた240GB SSDと2TB HDDを搭載し、クリエ
イティブな用途に特化しコストパフォーマンスに優れたデスクトップパソコンを13万9,800円(税別)より販売致します。

製品の販売開始は、2016年7月20日11時より、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-DGZシリーズページ (Z170)

新製品ラインアップ

機種名 プロセッサー メモリ チップセット
ストレー
ジ

グラフィックス OS 価格
(税別)

DAIV-
DGZ501M1

インテル® 
Core™ i7-6700 プロセッ

サー

16GB DDR4 PC4-
17000

インテル® 
Z170 Express チップセ

ット

240GB
SSD 

+ 
2TB HDD

GeForce® 
GTX™ 1060(GDDR5 /

6GB)

Windows 10 Home 64ビ
ット

13万9,800
円

製品特徴

革新アーキテクチャを採用したセカンドグレード、GeForce® GTX™ 1060を搭載

ブーストクロック1.7GHz駆動となるGeForce® GTX™ 1060を搭載、1280基のCUDAコアと、大容量かつ高速なデータ転送レートを実現した
GDDR5/6GBメモリを搭載する事でクリエイティブな用途で必要とされる4K-UHDなどの高解像度環境／マルチモニタ環境、モデリング／レンダリン
グなどのグラフィックスの支援を必要とするアプリケーションにおいても、優れたパフォーマンスを発揮する次世代グラフィックスです。

GeForce® GTX™ 1060 ※画像はイメージです

4K-UHD/60Hz映像出力に対応した「DisplayPort1.4」搭載。高解像度3画面出力対応。

DisplayPortを3口搭載し、4K-UHD解像度に対応した液晶モニタに接続する事で3画面環境を容易に構築頂けます。

ベンチマークスコア

最新アーキテクチャ採用により前世代ハイエンドビデオカード搭載モデル以上の
パフォーマンス、本体価格、優れた運用コスト(低消費電力性)を実現！

測定環境：
Intel® Core™ i7-6700 16GBメモリ(DDR4/8GBx2) SSD240GB(6Gbps) GeForce® GTX™ 1060 

Intel® Core™ i7-6700 16GBメモリ(DDR4/8GBx2) SSD240GB(6Gbps) GeForce® GTX™ 970 

※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

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、どんな時でもクリエイティブな作業に没頭頂けます。更に有償にて保証期間を最大3

年間まで延長が可能となり、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。）

DAIV-DGZ501M1 仕様詳細

製品型番 DAIV-DGZ501M1

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/HT対応)

チップセット インテル® Z170 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 （8GBｘ2） / 最大64GB (16GB×4)

ストレージ 240GB SSD (6Gbps接続) / 2TB HDD 7200rpm (6Gbps接続)

拡張ストレージベイ 5インチベイx3（空きx3）、3.5インチベイx1(空きx1)、3.5インチシャドウベイ×5(空き3)

光学ドライブ - (オプションにて選択可能)

グラフィックス GeForce® GTX™ 1060 (GDDR5 VRAM6GB)

カードリーダー - (オプションにて選択可能)

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

内部拡張スロット
PCI Express x16 スロットx2（空きx1） ※下段のスロットはx4動作となります 

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)●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x1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

●USB2.0ポートx2(背面x2) ●USB3.0ポートx6(背面x4、前面 x2) 

●DisplayPort x3(背面) ●DVI-Dポートx1(背面)

電源 500W (80PLUS® SILVER)

サイズ 190(幅) x 490(奥行き) x 490(高さ) mm

保証 1年間無償保証

販売価格(税別) 13万9,800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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