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「NVIDIA TITAN X」搭載ハイパフォーマンスデスクトップパソコンを販売開始！
～ クリエイター向け PC ブランド 「DAIV」、ゲーム PC ブランド 「G-Tune」 の2ブランドより発売 ～

2016.10.18

マウスコンピューターTOP > 「NVIDIA TITAN X」搭載ハイパフォーマンスデス…
Like 0 ツイート 0

ゲームPCブランド「G-Tune」 

NEXTGEAR シリーズ

※ディスプレイ、キーボード、マウスはオプションです。

クリエイター向けPCブランド「DAIV」 

DAIV-D シリーズ

※ディスプレイはオプションです。

※画面はイメージです。

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)」と、ゲーム PC ブ
ランド「G-Tune」より、NVIDIA Pascal™ アーキテクチャを採用した最先端グラフィックスカード「NVIDIA TITAN X」を搭載したハイパフォーマン
スデスクトップパソコンを販売開始します。

プラットフォームにインテル® Z170 Express チップセットとインテル® X99 Express チップセットを採用した 2 ラインアップを用意しており、用途
に応じたモデルをお選びいただけます。

本製品は、2016年 10月 18日（火）午前11時より、それぞれ G-Tune、DAIV ホームページ、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune :

Garage 秋葉原店、電話通販窓口にて受注および販売を行います。

DAIV ホームページ

G-Tune ホームページ

新製品ラインアップ

下記は新製品の一部のモデルです。仕様の異なる各種モデルを取り揃えております。

機種名 CPU 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-
DGX700U4-

SP2

インテル® Core™ i7-6950X
プロセッサー

64GB DDR4
PC4-19200

インテル® X99 Express
チップセット

480GB SSD +
3TB HDD

NVIDIA TITAN X
(GDDR5X / 12GB)

Windows 10 Home
64 ビット

51万
9,800円

機種名 CPU 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)

NEXTGEAR
i650PA7-SP5

インテル® Core™ i7-6700K
プロセッサー

32GB DDR4
PC4-17000

インテル® Z170 Express
チップセット

480GB SSD +
3TB HDD

NVIDIA TITAN X
(GDDR5X / 12GB)

Windows 10 Home
64 ビット

32万
9,800円

NVIDIA TITAN X は 1.5GHz で動作する 3584 個の NVIDIA CUDA® コアに
よる 11TFLOPs という優れた処理速度を備えており、一般的な映像出力に
おける高解像度表示のサポートや、ハイパフォーマンスを発揮するのはも
ちろんのこと、3DCG などの緻密で繊細な表現や、従来 CPU で実行して
いた計算処理を、NVIDIA CUDA® テクノロジーをサポートするアプリケー
ションによって GPU で処理することで、リアルタイムレンダリングや映
像編集などの高度な計算処理能力が必要とされるクリエイティブな作業環
境を、劇的に向上させることができます。
また 1 つのデバイスで 2 画面以上の高解像度映像処理を必要とするヘッド
マウントディスプレイを用いた VR 環境や、高速なレスポンスを必要とす
る MMORPG ゲーム、高いフレームレート処理が重要となる FPS ゲーム
など、あらゆる環境において優れたパフォーマンスを実現し、快適なゲー
ミング環境を提供します。

新製品特長

最先端グラフィックスカード「NVIDIA TITAN X」搭載

ベンチマークスコア

最新アーキテクチャ PASCAL™ 採用により、圧倒的なグラフィックスパフォーマンスを実現！

測定環境：
DGX700U4-SP2 

インテル® Core™ i7-6950X 64GB メモリ(DDR4/8GB×8) SSD480GB(6Gbps) NVIDIA TITAN X 

NG-i650PA7-SP5 

インテル® Core™ i7-6700K 32GB メモリ(DDR4/8GB×4) SSD480GB(6Gbps) NVIDIA TITAN X 

NG-i650PA7-SP3 

インテル® Core™ i7-6700K 16GB メモリ(DDR4/8GB×2) SSD240GB(6Gbps) GeForce® GTX 1080 

※ 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-DGX700U4-SP2 仕様詳細 (X99)

製品型番 DAIV-DGX700U4-SP2

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-6950X プロセッサー エクストリーム・エディション 
( 10 コア / 3.00GHz / TB 時最大 3.50GHz / 25MB スマートキャッシュ / HT 対応 )

グラフィッ
クス

NVIDIA TITAN X (ビデオメモリ GDDR5X 12GB)

メモリ 64GB（8GB×8/クアッドチャネル）PC4-19200 DDR4 / 最大 128GB (16GB×8）

スト
レー
ジ

SSD 480GB SSD (6Gbps接続)

HDD 3TB HDD 7200rpm (6Gbps接続)

チップセッ
ト

インテル® X99 Express (ATX)

光学ドライ
ブ

- (オプションにて追加可能)

カードリー
ダー

- (オプションにて追加可能)

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

拡張スロッ
ト

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）

拡張ストレ
ージベイ

3.5インチオープンベイ×1(空き×1)、3.5インチシャドウベイ×5(空き×3)、5インチオープンベイ×3（空き×3）

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 2.0 ポート×2 (背面×2) ●USB 3.0 ポート×10 (背面×8、前面×2) ●DisplayPort×3 (背面) ●DVI-D ポート×1 (背面)

電源 700W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法
(mm) 190(幅)×490(奥行き)×490(高さ)

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格(税
別) 51万 9,800円

G-Tune NEXTGEAR i650PA7-SP5仕様詳細 (Z170)

製品型番 NEXTGEAR i650PA7-SP5

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー 
( 4 コア / 4.00GHz / TB 時最大 4.20GHz / 8MB スマートキャッシュ / HT 対応 )

グラフィ
ックス

NVIDIA TITAN X (ビデオメモリ GDDR5X 12GB)

メモリ 32GB (8GB×4/デュアルチャネル) DDR4 PC4-17000 / 最大64GB (16GB×4)

ス
ト
レ
ー
ジ

SSD 480GB SSD (6Gbps接続)

HDD 3TB HDD 7200rpm (6Gbps接続)

チップセ
ット

インテル® Z170 Express (ATX)

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

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

拡張スロ
ット

PCI Express×16スロット×2（空き×1）※1、PCI Express×1スロット×4（空き×4）

拡張スト
レージベ
イ

3.5インチオープンベイ×1（空き×1）、3.5インチシャドウベイ×4(空き×2）、5.25インチオープンベイ×2(空き×1)

その他

■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、Mini DIN 6ピン) ●USB2.0ポート×4(前面×2、背面×2) ●USB3.0ポート×6(前面×2、背面×4) ●DVI-Dポート

×1(背面×1) ●DisplayPort×3(背面×3) ●サウンド マイク入力/ヘッドフォン×1 (前面×各1)、 ラインイン/ラインアウト/マイク入力/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×各1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1、RJ-45)

電源 700W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法
(mm)

【フロントパネル着脱前】 190（幅）×543（奥行き）×450（高さ） 
【フロントパネル着脱後】 190（幅）×470（奥行き）×450（高さ）

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格
(税別) 32万 9,800円

※1 下段の PCI Express×16 スロットは PCI Express×4動作です。使用しているマザーボードおよびカスタマイズ内容により変動します。空きベイ/スロットについては、標準
構成に準じます。
※2 キーボード、マウスは付属しておりません

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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