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撮影機材の老舗販売店 「銀一」 にてクリエイター向けパソコン DAIV取り扱い開始！
～ 安心の国内製造・国内サポート、プロの視点で評価・監修された専用モデル ～

2016.07.25

マウスコンピューターTOP > 撮影機材の老舗販売店 「銀一」 にてクリエイタ…
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DAIV-NG5600E2-GNCH DAIV-DQZ500U2-GNCH

※液晶ディスプレイは付属しません。

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）及び、銀一株式会社（代表取締役社長：丹
羽寿成、本社：東京都、以下銀一）は、マウスコンピューターのクリエイター向けパソコン「DAIVシリーズ」にて、プロフェッショナル向けの写真
編集ソフトウェア「Capture One Pro」、映像編集ソフトウェア「DaVinci Resolve」に最適な、銀一監修モデル2機種を共同企画、銀一にて取り扱い
を開始いたします。

2016年7月21-22日開催の九州放送機器展にて発表以後、銀一オンラインショップ、銀一スタジオショップ、銀一営業窓口にて発売中です。

今後もマウスコンピューターは、最新のテクノロジーを搭載した製品を、法人用途を意識した耐久品質で、万全のサービス＆サポートと併せてご提供
し、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

銀一オンラインショップ 「銀一監修モデル」 製品ページ

銀一 Webサイト

DAIV-DG5600E2-GNCHは、Windows 10 Home 64ビット、インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー、16GB

DDR4メモリ、480GB SSD、GeForce® GTX™ 965M を搭載して 23万4,800円（税別・送料別途） でご提供いた
します。

DAIV-DQZ500U2-GNCHは、Windows 10 Home 64ビット、インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー、64GB

DDR4メモリ、480GB＋960GB＋960GB SSD、NVIDIA® Quadro® M5000 を搭載して 54万3,800円（税別・送料
別途） でご提供いたします。

新製品の特長と主な仕様

撮影機材の高性能化により、高解像度かつ高画質な写真や映像を制作できるようになりました。多くのカメラマンやスタジオのお客様が、写真だけで
なく動画の撮影にもビジネス範囲を広げる中、撮影機材は最新型を導入するも、パソコンは旧世代のままであり、CPU速度、メモリ容量、HDD速度
などの性能不足から、編集や現像を現実的な速度で処理することが難しい、通信ポートが低速規格のみで、データの読み込みに非常に時間がかかる、
というご相談が増えています。費用は抑えたいが最低限の快適性は維持したい、決まった用途において快適性を必須としたいなど、お客様の課題と要
望に老舗販売店としてワンストップでお応えするため、拡張性とカスタマイズ性にも優れたWindowsベースの銀一監修モデルをご提案いたします。

銀一監修ポイント ～ 写真編集ソフトウェア 「Capture One Pro」 ～

銀一では、多くのプロカメラマンが利用する 「Capture One Pro」 と8,000万画素クラスのRAWデータを用いて、レイヤー積算状態でのカラー調整な
ど、高負荷になりがちな作業を中心に、快適性と安定性を重視した性能評価を実施、銀一監修モデルとして、GeForce® GTX™ 965M 搭載の 15.6型
ノートパソコン 「DAIV-DG5600E2-GNCH」 をご提供いたします。

銀一監修ポイント ～ 映像編集ソフトウェア 「DaVinci Resolve」 ～

4K解像度を超える映像編集においては、特にストレージの低速に起因する問題が多く、大容量SSDをデータ専用に使えること、キャッシュデータの
大部分をメインメモリに展開できることが重要になります。銀一では、映画制作などプロの現場で多用される 「DaVinci Resolve」 を用いて、DCI 4K

解像度でのカラー調整からレンダリング出力まで、常時高負荷となる作業を中心に、快適性と安定性を重視した性能評価を実施、銀一監修モデルとし
て、NVIDIA® Quadro® M5000 搭載の拡張性にも優れたデスクトップパソコン 「DAIV-DQZ500U2-GNCH」 をご提供いたします。

安心の銀一営業対応とマウスコンピューターの安心パックサポート

当製品発表後、銀一スタジオショップにて実際の製品を展示いたします。実際の操作感やソフトウェア動作の快適性など、ご購入前にどの程度の生産
性向上を実現できるのか、体感いただくことができます。長年蓄積された写真や映像における銀一のノウハウを基に、製品を分かりやすく、納得でき
るまでご説明いたします。また、製品にはマウスコンピューターの3年間無償ピックアップ保証と安心パックサービスを標準で付属しており、万が一
の故障時に最短当日修理返却、コールセンターの専用ダイヤルをご利用いただけます。
※マウスコンピューター サポート＆サービスのご案内 ： http://www.mouse-jp.co.jp/mcj_service/

仕様詳細

製品型番 DAIV-DQZ500U2-GNCH

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー 

( 4コア / 8スレッド / 4.00GHz / TB時最大4.20GHz / 8MBキャッシュ )

チップセット インテル® Z170 Express チップセット

メインメモリ 64GB DDR4 ( 16GB×4 ) デュアルチャネル

SSD 480GB ( システム ) + 960GB ( データ ) + 960GB ( データ )

HDD オプション

光学ドライブ オプション

カードリーダー 10メディア対応マルチカードリーダー ( USB3.0 接続 / UHS-II 対応 )

グラフィックス / 
出力ポート

NVIDIA® Quadro® M5000 （ 8GB ) 
DisplayPort×4、DVI-I×1

ディスプレイ オプション

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 )、その他スピーカー出力

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 

ネットワーク ギガビット対応LANポート×1

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

入力装置 オプション ※キーボード、マウスは付属しておりません。

電源 700W ( 80PLUS® BRONZE )

サイズ 190 (幅) ×490 (奥行き) ×490 (高さ) mm

保証
3年間無償保証 ( ピックアップ方式 ) + 安心パックサービス ( 即日修理 / 専用ダイヤル ) 

24時間×365日電話サポート

販売価格 54万3,800円 （ 税別・送料別途 ）

製品型番 DAIV-NG5600E2-GNCH

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー 
( 4コア / 2.70GHz / TB時最大3.30GHz )

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 DDR4 ( 8GB×2 ) デュアルチャネル

SSD 480GB SSD

HDD オプション

光学ドライブ 非搭載

カードリーダー UHS-II 対応 高速カードリーダー ( SD / SDHC / SDXC / MMC 対応 )

グラフィックス GeForce® GTX™ 965M (4GB)

外部出力ポート DisplayPort ( 背面×2 )、HDMIポート ( 背面×1 )

液晶パネル 15.6型ワイド液晶パネル ( LEDバックライト / ノングレア / IPS方式 / sRGB比95% )

解像度 1,920×1,080

Webカメラ 200万画素Webカメラ ※デジタルマイク内蔵

サウンド / 
入出力ポート

ハイデフィニション・オーディオ / ヘッドフォン、マイクロフォン、ライン入力、S/PDIF ( 右側面各×1 )

ネットワーク

IEEE802.11ac/a/b/g/n 規格対応無線LAN

Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

ギガビット対応LANポート ( 左側面×1 )

USBポート USB3.1ポート ( 左側面×1 )、USB3.0ポート ( 左側面×3 / 右側面×1 )

eSATAポート eSATAポート ( 左側面×1 ) ※USB3.0ポートと共用

入力装置
日本語キーボード ( キーピッチ 約19mm / キーストローク 約2.0mm /

JIS標準配列 ( 英数 / かな ) / 107キーレイアウト / Windowsキー付 )、タッチパッド

バッテリー / 
駆動時間 / 
測定方法

リチウムイオン ( 8セル / 14.8V / 5400mAh ) 
約2.7時間 

[ JEITAバッテリ動作時間測定法 ( Ver.2.0 ) 準拠 ]

消費電力 標準時：28.7W / 最大時：230W / スリープ時：1.4W

電源 内蔵バッテリーまたはAC100V ( 230W ACアダプタ経由 )

サイズ 386 (幅) × 262 (奥行) × 35.7 (高さ) mm

重量 約3.40kg

保証
3年間無償保証 ( ピックアップ方式 ) + 安心パックサービス ( 即日修理 / 専用ダイヤル ) 

24時間×365日電話サポート

販売価格 23万4,800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 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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