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GeForce® シリーズ 最速 「GTX 1080 Ti」 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PC 「DAIV」 と ゲームPC 「G-Tune」 より ～
2017.03.14

クリエイター向けPCブランド「DAIV」

ゲームPCブランド「G-Tune」

ゲームPCブランド「G-Tune」

DAIV-D シリーズ

NEXTGEAR シリーズ

MASTERPIECE シリーズ

※ディスプレイはオプションです。

※ディスプレイ、キーボード、マウスはオプションで

※ディスプレイはオプションです。

※ 画像はイメージです。

す。

※ 画像はイメージです。

※ 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、高性能グラフィックスカードの
GeForce® GTX 10 シリーズで最速となる GeForce® GTX 1080 Ti を搭載するハイパフォーマンスデスクトップパソコンを、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」から販売開始しました。
クリエイターの使いやすさを追求したシャーシに、強化されたグラフィックス性能と、大幅に拡張されたグラフィックスメモリ容量を搭載し、快適な
デジタル処理を実現する「DAIV-DGZ510H2-SH5」は 224,800円（税別）から、高解像度ゲームプレイをブーストする GeForce® シリーズ最速のグラ
フィックス性能をアグレッシブデザインのオリジナルシャーシに搭載する「NEXTGEAR i660PA1-SP3」は 229,800円（税別）から、ガラスとアルミ
素材による圧倒的な質感と効率的な冷却性能を実現するシャーシに、GeForce® GTX 10 シリーズ最高スペックのグラフィックスを搭載するデザイン
とパフォーマンスのフラグシップモデル「MASTERPIECE i1620PA1-SP2」は 259,800円（税別）から、3モデルをラインアップし、お好みのモデル
をお選びいただくことができます。
全モデルともに、最新の第 7 世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、インテル® Z270 チップセットを採用し、最大 64GB メモリや最速クラスの
NVMe 対応 M.2 PCI Express Gen3 ×4 接続 SSD など、ハイスペックを生かすカスタマイズにも対応する柔軟性の高いモデルです。
本製品は、2017年 3月 14日（火）午後 3時より 、DAIV、G-Tune 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開始しております。

DAIV ホームページ
G-Tune ホームページ

製品特長
GeForce® GTX 10 シリーズ最速の GeForce® GTX 1080 Ti を搭載
GeForce® GTX 1080 Ti は、GeForce® GTX 10 シリーズで新たに採用された最新アーキテクチャを基盤に、内蔵する演算ユニット（NVIDIA CUDA®
コア）を 3584 個に増強、さらに高速なグラフィックス演算処理に欠かすことができないグラフィックスメモリは容量を 11GB へ拡張、速度を
11Gbps へ向上することで、484GB/s ものメモリバス帯域を実現しています。
非常に高いグラフィックス処理性能と、高速で大容量のグラフィックスメモリを組み合わせることで、GeForce® シリーズ最高のパフォーマンスを発
揮することが可能になりました。
コンテンツのリッチ化で増大する素材データに対して、多くの処理ステップを高速なレスポンスで実行することが必要となるデジタルクリエイション
や、リアリティをアップするエフェクトや高品位なテクスチャ、4K 高解像度に対応するゲームタイトルプレイ、両眼の視野表現を行うためにより多
くのグラフィックス処理を高速に実行することが必要な VR 環境など、高度なグラフィックスパフォーマンスが要求される用途に応えることができる
製品です。

＜Futuremark 3DMark Fire Strike Graphics 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
・GeForce® GTX 1080 Ti: インテル® Core™ i7-7700K, PC4-19200 32GB メモリ, SSD, Z270, GTX 1080Ti/11GB
・GeForce® GTX 980 Ti: インテル® Core™ i7-6700K, PC4-17000 32GB メモリ, SSD, Z170, GTX 980Ti/6GB
※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。

用途と個性の異なる 3 モデルをラインアップ
高いグラフィックスパフォーマンスが要求されるシーンに合わせて選べる 3 モデルをラインアップしました。
「DAIV-DGZ510H2-SH5」は、クリエイターの意見を反映して、使いやす
さや堅牢性、拡張性を考慮、ブラック筐体とアルミパーツのコントラスト
によるプロユースとしての品格を表現するシャーシデザインを採用してい
ます。ハイエンドグラフィックス処理を支えるプラットフォームは、最新
のインテル® Core™ i7-7700 プロセッサー、インテル® Z270 チップセッ
トを搭載し、16GB メモリと、480GB SSD、3TB HDD によって、高いシ
ステムパフォーマンスを実現したモデルです。

使い勝手の良い実用性重視の
フロントレイアウトを採用
「DAIV-D」シリーズ

「NEXTGEAR i660PA1-SP3」は、ゲームPCブランド「G-Tune」のメイ
ンストリームモデルで、第 7 世代ハイエンドCPUのインテル® Core™ i77700K プロセッサーを搭載。インテル® Z270 チップセットをベースに
16GB メモリ、480GB SSD と 3TB HDD、DVD ドライブの組み合わせで、
重量級のゲームタイトルや VR コンテンツまで楽しむことができるゲーミ
ングデスクトップパソコンです。

スピード感を主張するデザインと
高い拡張性
「NEXTGEAR」シリーズ

「MASTERPIECE i1620PA1-SP2」は、ダーククロムガラスとアルミパネ
ルのフロントフェイスが印象的な存在感を演出し、シンプルかつ合理的な
エアフロー設計により、高い冷却性能を発揮するフラグシップシャーシを
採用。ハイエンドグラフィックスである GeForce® GTX 1080 Ti の性能を
余すことなく引き出します。インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー、
32GB メモリを標準搭載し、フラグシップモデルにふさわしいパフォーマ
ンスを実現します。

素材の持つ高い質感による
存在感と機能美を両立
「MASTERPIECE」シリーズ

24時間 365日無償電話サポートで安心をフルサポート
ご購入から 1 年の間、無償修理保証と 24 時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。お客様のクリエイティブな作業、ゲーミングライ
フ、パソコンのある生活を万全な体制でバックアップします。さらに有償にて保証期間を最大 3 年間まで延長することができ、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。）

仕様詳細

「DAIV」 DAIV-DGZ510H2-SH5

製品型番

DAIV-DGZ510H2-SH5

OS

Windows 10 Home 64ビット

CPU

インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー
( 4コア / 3.60GHz / TB時最大4.20GHz / 8MBキャッシュ / HT対応 )

グラフィックス

GeForce® GTX 1080 Ti （GDDR5X/11GB）

メモリ

16GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×2) / 最大 64GB (16GB×4)

M.2 SSD

- ※オプションにて追加可能

SSD

480GB (6Gbps/Serial ATA接続)

HDD

3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続)

ストレージ

チップセット

インテル® Z270 チップセット

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
USB 日本語キーボード（102キー）、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、Mini DIN 6ピン) ●USB 2.0 ポート×2 (背面×2)、●USB 3.0 ポート×6 (前面×2、背
面×4) ●DisplayPort×3（背面×3） ●HDMI×1 (背面×1) ●サウンド ヘッドフォン (前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、ラインイン/ラ
インアウト/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 (背面×各1) ●LANポート×1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、
背面×1、RJ-45)

その他

拡張スロット ※1

PCI Express×16スロット×2（空き×1）※2、PCI Express×1スロット×4（空き×3）

拡張ストレージベイ ※1

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）、5.25 インチオープンベイ×3 (空き×3）

電源

700W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法(mm)

190（幅) × 490(奥行き) × 490(高さ)

重量(本体)

約 11.2kg（※ BTO の選択により重量は変動します）

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)

224,800円

※1 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 下段のスロットは×4動作となります。

仕様詳細

「G-Tune」 NEXTGEAR i660PA1-SP3

製品型番

NEXTGEAR i660PA1-SP3

OS

Windows 10 Home 64ビット

CPU

インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー
( 4コア / 4.20GHz / TB時最大4.50GHz / 8MBキャッシュ / HT対応 )

グラフィックス

GeForce® GTX 1080 Ti （GDDR5X/11GB）

メモリ

16GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×2) / 最大 64GB (16GB×4)

M.2 SSD

- ※オプションにて追加可能

SSD

480GB (6Gbps/Serial ATA接続)

HDD

3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続)

ストレージ

チップセット

インテル® Z270 チップセット

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

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) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2、背面×2)、●USB 3.0 ポート×6 (前
面×2、背面×4) ●DisplayPort×3（背面×3） ●HDMI×1 (背面×1) ●サウンド ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、ライ
ンイン/ラインアウト/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 (背面×各1) ●LANポート×1 (1000Base-T/100BaseTX/10Base-T対応、背面×1、RJ-45)

拡張スロット ※1

PCI Express×16スロット×2（空き×1）※2、PCI Express×1スロット×4（空き×3）

拡張ストレージベイ ※1

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）

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)

重量(本体)

約 11kg（※ BTO の選択により重量は変動します）

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)

229,800円

※1 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 下段のスロットは×4動作となります。

仕様詳細

「G-Tune」 MASTERPIECE i1620PA1-SP2

製品型番

MASTERPIECE i1620PA1-SP2

OS

Windows 10 Home 64ビット

CPU

インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー
( 4コア / 4.20GHz / TB時最大4.50GHz / 8MBキャッシュ / HT対応 )

グラフィックス

GeForce® GTX 1080 Ti （GDDR5X/11GB）

メモリ

32GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×4) / 最大 64GB (16GB×4)

M.2 SSD

- ※オプションにて追加可能

SSD

480GB (6Gbps/Serial ATA接続)

HDD

3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続)

ストレージ

チップセット

インテル® Z270 チップセット

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

-

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ
G-Tune オリジナル「Accurate Keyboard」（ブラック、最大11キーロールオーバー対応）
G-Tune オリジナルオプティカル6ボタンマウス

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) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2、背面×2)、●USB 3.0 ポート×6 (前
面×2、背面×4) ●DisplayPort×3（背面×3） ●HDMI×1 (背面×1) ●サウンド ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、ライ
ンイン/ラインアウト/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 (背面×各1) ●LANポート×1 (1000Base-T/100BaseTX/10Base-T対応、背面×1、RJ-45)

拡張スロット ※1

PCI Express×16スロット×2（空き×1）※2、PCI Express×1スロット×4（空き×3）

拡張ストレージベイ ※1

2.5 インチシャドウベイ×2 (空き×1）、3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0）、スリムODDベイ×1 (空き×0）

電源

700W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法(mm)

215（幅) × 490(奥行き) × 501(高さ)

重量(本体)

約 16.6kg（※ BTO の選択により重量は変動します）

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)

259,800円

※1 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 下段のスロットは×4動作となります。

※ 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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