
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 企業情報 採用情報 フリーワード商品検索

個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り

店舗情報 総合お問い合わせ マイページ

DAIV、持ち運びに最適！第 7 世代プロセッサーと 
クリエイター向けグラフィックス搭載軽量 14型ノートパソコンを販売開始！

2017.02.27

マウスコンピューターTOP > DAIV、持ち運びに最適！第 7 世代プロセッサー…
Like 0 ツイート 0

「DAIV-NG4500 シリーズ」

※ 画像はイメージです。

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、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、最新の第 7 世代 CPU を搭載した軽量コンパクトな 14型ノートパソコン「DAIV-NG4500」シリーズを販売開始します。 

本製品は、DAIV ブランドのノートパソコンラインアップに新たなセグメントとなる 14型モデルを追加する新製品です。全体的なバランスとしてエン
トリースペックながらも写真／画像編集などの GPU 支援が有効になるアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮する最新グラフィック
ス GeForce® GTX 1050（2GB）と、最新の第 7 世代 インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサーを搭載することで、クリエイティブな作業をこれか
ら始めたい方に向けてお薦めするモデルとなり、搭載するメモリ／ストレージを変えた 4つのグレードをラインアップ致します。

製品の販売開始は、2017年 2月 27日（月）午前 11時より、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、電話通販窓口にて行
います。

クリエイター向けブランド DAIV ホームページ

DAIV-NG4500 シリーズ 製品ページ

ノートパソコン「DAIV-NG4500 シリーズ」特長

最新世代の高速グラフィックスと高速プロセッサーを搭載

ノートパソコン向け最新世代グラフィックスの GeForce® GTX 1050（2GB）を搭載、描写支援が必要な様々なシーンにおいて真価を発揮する製品と
なります。
また、CPU はマルチスレッド/高速処理に強い最新の第 7 世代の CPU インテル® Core™ i7-7700HQ（ クアッドコア / HT 対応 ）を搭載、前世代 CPU

と比較しても消費電力は変わらずに動作周波数／ターボブースト時の動作周波数が向上することにより、写真／画像編集、RAW 現像、動画編集/エン
コードにおいても高い処理性能を発揮します。
本製品は、最大 32GB のメモリ搭載を可能とし、一般的な写真／動画編集作業においてリソース不足によるパフォーマンス低下などを起こしにくい性
能を持ち合わせ、効率よく作業頂くことができます。

グラフィックスベンチマークスコア

前世代グラフィックスと比較して、約 1.5 倍を超える高い描画性能を発揮します。

＜Futuremark 3DMark Fire Strike Total score ベンチマークスコア＞ 

Windows 10 Home 64ビット環境 フルHD解像度 

DAIV-NG4500S1-S5 : インテル® Core™ i7-7700HQ, HM175, 16GB メモリ, SSD, GeForce® GTX 1050 / 2GB （ノートブック向け） 

GTX 950M 搭載モデル : インテル® Core™ i7-6700HQ, HM170, 8GB メモリ, SSD, GeForce® GTX 950M / 2GB （ノートブック向け） 

※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。

14型液晶採用の軽量コンパクトボディ

DAIV のラインアップでは存在しなかった 14型モデルを新規採用、本モデルにおいてはクリエイティブな用途を重視しつつモバイルにも拘り、厚さ約
25.4mm、重さ約 2.1kg の薄型軽量ボディを実現し、持ち運びやすさを考慮しました。フル HD 解像度に対応する 14型液晶パネルは、ノングレア処理
が施されているので、画面の映り込みや反射を軽減しています。

PCI-Express 接続 (NVMe) SSD に対応。最大 2基のストレージを搭載可能！

従来の SATA 6Gbps 接続 SSD の速度を凌駕する、最新の PCI Express Gen3 ×4 接続 M.2 規格の SSD を搭載可能。加えて、SATA3 接続の 2.5 イン
チストレージも同時に搭載することができ、システムドライブ向け SSD (PCI-Express 接続) と作業領域向けストレージ (SATA3接続 / 6Gbps) に振り
分けてご利用頂く事が可能となり、高解像度動画などの大容量データの一時保存領域などとしても充分な速度/容量を実現したストレージ構成を構築
することができます。

コンパクトボディながらも充実のインターフェイス

10Gbps の転送速度に対応した USB 3.1（Type-C) 端子を 1基、さらに USB 3.0（Type-A）端子を 3基、1000Base-T 対応 LAN 端子や Mini

DisplayPort 2基、HDMI 1基など、大容量データ通信に最適な高速インターフェイスを多数搭載する事で、パソコン以外の機器との親和性を深めてい
ます。

本体側面の豊富なインターフェイス

ホワイト LED バックライト付キーボード

5段階の輝度調整が可能なホワイト LED バックライト付きのキーボードを搭載。周囲が暗い環境でもキーの視認性を向上し、操作性をアップしていま
す。

ホワイトLEDバックライト付キーボード

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-NG4500 シリーズ

製品型番 DAIV-NG4500E1-S2 DAIV-NG4500S1-S5 DAIV-NG4500M1-SH2 DAIV-NG4500H1-M2SH5

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー 

( 4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 )

メインメモリ 8GB DDR4 PC4-19200 (8GB×1枚) 16GB DDR4 PC4-19200 (8GB×2枚)
32GB DDR4 PC4-19200 (16GB×2

枚)

最大搭載容量 32GB (16GB×2枚)

ストレージ
SSD 240GB SSD (6Gbps接続) 480GB SSD (6Gbps接続) 256GB SSD (6Gbps接続)

Samsung SM961 512GB NVM
Express 接続

HDD - (BTO にて追加可能) 1TB HDD 5400rpm

チップセット モバイル インテル® HM175 チップセット

グラフィックス GeForce® GTX 1050 / インテル® HD グラフィックス 630

ビデオメモリ
GDDR5 2GB / メインメモリから

シェア（最大 約 4GB）
GDDR5 2GB / メインメモリからシェア（最大 約 8GB）

GDDR5 2GB / メインメモリから
シェア（最大 約 16GB）

ドライブ - (BTO にて外付 USB 接続タイプ追加選択可)

カードリーダー
マルチカードリーダー (右側面) 

［対応メディア：SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード］

有線 LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応

無線LAN / Bluetooth® インテル® Dual Band Wireless-AC 3168 (最大150/433Mbps/802.11ac/a/b/g/n) ・ Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

液晶パネル 14型 ノングレア 液晶パネル (LED バックライト 1,920×1,080)

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

Webカメラ 200万画素

マウス タッチパッド（スクロール機能付き）

キーボード
日本語バックライトキーボード 

（ ホワイト LED / 87 キー / ピッチ 18.75mm / ストローク 1.5mm ）

インターフェイス
I/O ポート： ● USB 3.1 ポート×1 (左側面)、● USB 3.0 ポート×3 (右側面×2、左側面×1) ● HDMI×1(左側面) ● Mini DisplayPort×2（左側面）●ヘ
ッドフォン出力×1 (左側面 ミニジャック メス) ● S/PDIF オプティカル出力×1 (左側面) ●マイク入力×1 (左側面 ミニジャック メス) ● LAN ポート

×1 (右側面) ●カードリーダー×1（右側面）

電源
内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V 

（ AC アダプタ経由 入力 100V AC 50/60Hz、出力 19.5V DC 120W ）

バッテリー動作時間 約 5.0 時間(JEITA2.0)

サイズ 約 349（幅) × 247(奥行き) × 25.4(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

重量 約 2.1kg （※付属品を含まず）

保証 1年間無償保証

価格(税別) 12万 4,800円 13万 9,800円 13万 9,800円 17万 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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