
Product Brief

インテル® QLC 3D NAND テクノロジー搭載のインテル® SSD 660P シリーズは、 今日の
ストレージニーズに応え、 将来の高まる需要に備えます。

インテル® SSD 660P シリーズは業界初の QLC ベースのクライアント PCIe* SSD です。
インテルはフラッシュ ・ セル ・ テクノロジーと高品質な製造においてリーダーシップを継続
しています。 インテル® SSD 660P シリーズは、 1 つのドライブで低コストと大容量を実現
します。

手頃な価格で PCIe* パフォーマンスを実現
革新的なインテル® QLC テクノロジーを搭載したインテル® SSD 660P シリーズは、 TLC 
ベースの製品よりも大きな容量を安価で提供します。 ² PCIe* により、 新しいインテル® 
SSD 660P シリーズでは SATA をスキップして、1 つのドライブで最大 2TB をご提供します。

同じフットプリントで 2 倍の容量1

これらの新しいクライアント SSD は、 TLC ベースのストレージよりも多くのデータを格納
できるので、 同じフットプリントで最大 2 倍の容量を提供します。 薄型の M.2 80mm 
フォームファクターは、 日常のコンピューティングにストレージを必要とするノートブック、
デスクトップ、 モバイルデバイスに最適です。

インテル® SSD 660P シリーズのインテル® QLC テクノロジーは、 ハイパフォーマンス、
大容量、 高品質、 優れた信頼性を実現する独自のアーキテクチャーを採用しています。
ドライブの QLC と SLC は、 ユーザーの使用容量に基づいて双方向に調整されます。
使用容量の増加は SLC を減少させ、 使用容量の減少は SLC を増加させます。

パフォーマンスと価格の重要性
インテル® SSD 660P シリーズは、 クライアント SSD にとって重要な特性を備えています。
容量に最適化された NVMe* パフォーマンスを実現するようにチューニングされており、
メインストリームとエントリーレベルのコンピューティング向けに素晴らしいストレージ
オプションを提供します。 512GB、 1TB、 および 2TB を手頃な価格で利用できます。²

インテルを選ぶ理由
インテルは、 エコシステムのイネーブリングから販売後のサポートまで、 完全な製品ライフ
サイクルをサポートします。 優れたサプライチェーンと相まって、 インテルには革新的な
リーダーシップの基盤があり、 プラットフォーム・プロバイダーとしての独自の地位により、
堅牢で永続的なデータの完全性、 確実で効果的なパフォーマンス、 高いプラットフォーム
の信頼性をもたらします。 インテルはワークロードを熟知しており、 実際の使用において
優れた成果が得られる製品を設計しています。

ついに PCIe* とインテル® QLC 3D NAND テクノロジーが 1 つの SSD に

PC 向けインテル® QLC テクノロジー。 
驚くべき価格で大容量を実現。
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詳細: www.intel.co.jp/ssd
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技術仕様

モデル名 インテル® SSD 660P シリーズ
容量 512GB、 1024GB、 2048GB
NAND フラッシュメモリー 64 層、 QLC、 インテル® 3D NAND テクノロジー 
帯域幅⁴ シーケンシャル ・ リード / ライト : 最大 1800MB/ 秒
リード / ライト IOPS⁴ ランダム 4KB リード / ライト : 最大 220,000 IOPS
インターフェイス PCIe* 3.0x4、 NVMe*
フォームファクター、 高さ、 重量 80mm M.2 2280、 S3、 10g 未満
消費電力 アクティブ時 : 100mW、 アイドル時 : 40mW
動作温度範囲 0°C ～ 70°C

保証期間 5 年間の限定的保証

1 インテル® SSD 660P シリーズ (最大 2TB) とインテル® SSD 600 シリーズ (最大 1TB) の仕様の比較に基づく。
2 インテル® SSD 660P シリーズ 512GB とインテル® SSD 545s シリーズ 512GB (US$109.99) の比較。 出展 : Intel.com。
3 MobileMark* 2014 ベンチマークで測定したインテル® SSD 545s シリーズと PCIe* インテル® SSD 760P シリーズ 2TB の比較。
4 プラットフォーム : インテル® Z370 チップセット (開発コード名 KabyLake) - インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー @ 3.70GHz。 RAM: 16GB。 Windows® 10 Enterprise、Windows* ドライバー、
ドライブは Iometer のセカンダリー ・ ドライブとして接続。
システム構成 : インテルによるストレージ ・ パフォーマンスの比較に使用したワークロード : CrystalDiskMark V5.2.1。 比較したドライブ : インテル® SSD 660P シリーズ。 システム : プロセッサー -  
インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー @ 3.70GHz、 BIOS - AMI* F6 4/3/2018。 Gigabyte* Z370 AORUS* Gaming 5 マザーボード。 EVGA* GeForce* GTX 1060 6GB SSC GAMING ACX 3.0、
6GB GDDR5 398.36。 チップセット - INF 10.1.1.42。 メモリー - 16GB (4X4GB) Crucial* DDR4-2667。 Microsoft* Windows® 10 RS4 Enterprise 64 ビット、ネイティブ NVMe* ストレージドライバー
を使用。 テストに使用したドライブは M.2 スロットに直接接続されたプライマリー ・ ドライブとして構成。 システムの電源プランを高パフォーマンスに設定。 キューの深さ 32、 スレッド 1 でサイズ 16GB の
順次読み取り / 書き込みのデータを収集。
インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、 対応するハードウェアやソフトウェア、 またはサービスの有効化が必要となる場合があります。 実際の性能はシステム構成によって 
異なります。 絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター ・ システムはありません。 詳細については、 各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせください。
インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。 ここにいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過程、
または取引での使用から生じるあらゆる保証を含みますが、 これらに限定されるわけではありません。
ベンチマーク結果は、 追加のテストによって変更が必要になる可能性があります。 結果は、 テストに使用される特定のプラットフォーム構成や作業負荷に依存します。 個々のユーザーのコンポーネント、
コンピューター ・ システム、 作業負荷では同様の結果が得られない可能性があります。 結果は、 必ずしもほかのベンチマークを代表するものではなく、 ほかのベンチマークでは、 結果が異なることが 
あります。
テストでは、 特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を文書化しています。 ハードウェア、 ソフトウェア、 システム構成などの違いにより、 実際の性能は掲載された性能テストや 
評価とは異なる場合があります。 購入を検討される場合は、 ほかの情報も参考にして、 パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。
性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、 性能がインテル ® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。
Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 Intel Core は、 アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
Microsoft および 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。
* その他の社名、 製品名などは、 一般に各社の表示、 商標または登録商標です。
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