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G-Tune、最新10コア/20スレッド 
Core™ i7プロセッサー搭載パソコンを販売開始！ 

GeForce® GTX™ 1080モデルもラインアップ
2016.06.01

マウスコンピューターTOP > G-Tune、最新10コア/20スレッドCore i7プロセッ…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR シリーズ」

※液晶ディスプレイ、キーボード、マウスは付属しません

「MASTERPIECE シリーズ」

※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）は、ゲーミングパソコンブランド「G-Tune」より、最大10コア/20スレ
ッドに対応する最新インテル® Core™ i7-6950Xプロセッサー エクストリーム・エディションを搭載したハイパフォーマンスゲーミングデスクトップ
パソコンを販売開始しました。

搭載製品は、インテル® X99 Expressプラットフォームを採用し、個性の異なるケースを採用した「NEXTGEARシリーズ」、「MASTERPIECEシリ
ーズ」の2シリーズにて展開します。

6コア/12スレッド対応 インテル® Core™ i7-6800KプロセッサーとGeForce® GTX™ 960を搭載した「NEXTGEAR i850SA6」は16万4,800円（税
別）より、最上位の10コア/20スレッド対応 インテル® Core™ i7-6950Xプロセッサー エクストリーム・エディションとGeForce® GTX™ 1080を搭載
した「MASTERPIECE i1585GA5-SP3」は51万9,800円（税別）より、お選びいただくことができます。

両シリーズとも、128GBまで搭載可能なクアッドチャネルDDR4メモリや、超高速なNVMe対応PCI Express Gen3×4接続SSD、大容量960GB対応
SSDなど、ニーズに合わせた幅広いカスタマイズにも対応しています。

本製品は、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秋葉原店にて、2016年5月31日（火）15時より、
受注および販売を開始しております。

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR i850シリーズ製品ページ

MASTERPIECE i1580シリーズ製品ページ

ラインアップ

機種名 CPU グラフィックス メモリ ストレージ チップセット 光学ドライブ OS 価格

NEXTGEAR 
i850SA6 インテル®

Core™ i7-
6800K 

プロセッサー

GeForce® GTX™
960（2GB）

16GB 
DDR4 PC4-

17000

240GB  
シリアルATA  
SSD (6Gbps)

インテル® X99
Expressチップセ

ット

DVD 
スーパー 
マルチ 
ドライブ

Windows 10 
Home

64ビット

164,800円 
（税別）

NEXTGEAR 
i855PA7-SP

GeForce® GTX™
1080

（GDDR5X/8GB）

32GB 
DDR4 PC4-

17000

480GB  
シリアルATA  
SSD (6Gbps)

249,800円 
（税別）

MASTERPIECE
i1585GA5-SP2

インテル®
Core™ i7-

6900K 
プロセッサー

64GB 
DDR4 PC4-

17000

960GB  
シリアルATA  
SSD (6Gbps)

389,800円 
（税別）

MASTERPIECE
i1585GA5-SP3

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

128GB 
DDR4 PC4-

17000

ブルーレイ 
ディスクドライ

ブ

519,800円 
（税別）

製品特徴

最大で10コアに対応する最新インテル® Core™ i7プロセッサー搭載可能

最新のインテル® Core™ i7シリーズのハイエンドプロセッサー Core™ i7-6950Xプロセッサー エクストリーム・エディションを搭載可能。 

同カテゴリ向けプロセッサーの従来品では、最大で8コア/16スレッド対応でしたが、最大10コア/20スレッド対応の最新プロセッサーを選択すること
ができます。
コア/スレッド数の増加による同時実行パフォーマンスの向上により、マルチスレッドに最適化されたゲーム等をはじめとする 各種アプリケーション
をさらに高速に快適に実行することが可能です。

最新の高性能グラフィックス GeForce® GTX™ 1080搭載モデルも用意

GeForce® シリーズの新しいフラグシップとなるGeForce® GTX™ 1080にもいち早く対応。 

最先端のアーキテクチャを採用したGeForce® GTX™ 1080は、超高速なFinFET技術による微細化、電力効率の向上、高帯域GDDR5Xメモリの採用な
どによる高いパフォーマンスを実現し、高解像度でのゲームプレイやVRに最適化された次世代グラフィックスです。

卓越したトータルシステムパフォーマンス

新世代の高速プロセッサーと高速グラフィックスの組合せにより、卓越したシステムパフォーマンスを発揮します。
メモリやストレージなど広帯域のデータ転送性能に優れるインテル® X99 Expressプラットフォームにより、CPUやGPUが処理を行う大容量のデータ
を効率よく制御することで、システムのトータルパフォーマンスを引き出すことが可能です。
ゲーミングやVR、さらに高性能な処理性能が要求されるアプリケーションに応える性能を提供します。

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。ご購入後もお客様のゲーミングライフ、パソコンの
ある生活を G-Tune は万全な体制でバックアップします。 

（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

製品型番
NEXTGEAR 

i850SA6
NEXTGEAR 
i855PA7-SP

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-6800K プロセッサー (6コア/3.40GHz/TB時最大3.60GHz/15MBスマートキャッシュ/HT対応)

CPU FAN Cooler Master サイドフローCPUクーラー Hyper 212 EVO

グラフィックス GeForce® GTX™ 960 (ビデオメモリ2GB) GeForce® GTX™ 1080 (ビデオメモリGDDR5X 8GB)

メモリ
16GB DDR4 PC4-17000 32GB DDR4 PC4-17000

(4GB×4/クアッドチャネル) / 最大128GB (16GB×8) (8GB×4/クアッドチャネル) / 最大128GB (16GB×8)

ストレージ 240GB SSD(シリアルATA/6Gbps接続) 480GB SSD(シリアルATA/6Gbps接続)

チップセット インテル® X99 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※1 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
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×3）、5.25インチオープンベイ×2(空き×1)

ベイ

その他

■I/Oポート： ■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) ●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×10(前面×2、背面
×8)

●USB2.0ポート×4(前面×2、背面×2) ●USB3.0ポート×10(前面×2、背面
×8)

●DVI-Iポート×1(背面×1) ●DisplayPort×3(背面×3) ●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×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×1)、S/PDIF×1 (背面×1、オプティカル/角型) ●LAN ポー

ト×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1、RJ-45)

●サウンド マイク入力/ヘッドフォン×1 (前面×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×1)、S/PDIF×1 (背面×1、オプティカル/角型) ●LAN ポー

ト×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1、RJ-45)

電源 700W 電源(80PLUS® BRONZE)

本体寸法
【フロントパネル着脱前】 190（幅）×543（奥行き）×450（高さ）mm

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

重量(本体) 約11.1kg 約11.2kg

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 164,800円（税別） 249,800円（税別）

※1 使用しているマザーボード及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

製品型番
MASTERPIECE 
i1585GA5-SP2

MASTERPIECE 
i1585GA5-SP3

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU
インテル® Core™ i7-6900K プロセッサー 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)(8コア/3.20GHz/TB時最大3.70GHz/20MBスマートキャッシュ/HT対応)

CPU FAN Cooler Master サイドフローCPUクーラー Hyper 212 EVO

グラフィックス GeForce® GTX™ 1080 (ビデオメモリGDDR5X 8GB)

メモリ
64GB DDR4 PC4-17000 128GB DDR4 PC4-17000

(8GB×8/クアッドチャネル) / 最大128GB (16GB×8) (16GB×8/クアッドチャネル) / 最大128GB (16GB×8)

ストレージ 960GB SSD(シリアルATA/6Gbps接続)

チップセット インテル® X99 Express (ATX)

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ

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※1 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
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×3）、5.25インチオープンベイ×2(空き×1)

ベイ

その他

■付属ハードウェア：G-Tuneオリジナル オプティカル6ボタンマウス、G-Tuneオリジナル Accurate Keyboard

■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×10(前面×2、背面×8)

●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×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×1) 、S/PDIF×1 (背面×1、オプティカル/角型) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1、RJ-45)

電源 700W 電源(80PLUS® BRONZE)

本体寸法 219 (幅)×471 (奥行き)×499 (高さ) mm

重量(本体) 約13.8kg 約13.8kg

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 389,800円（税別） 519,800円（税別）

※1 使用しているマザーボード及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。

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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