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マウスコンピューター、GeForce® GTX 1050搭載の 
ミニタワーパソコンを販売開始！

2016.11.10

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、GeForce® GTX 1050搭…
Like 0 ツイート 0

「LM-iG430シリーズ」

※ディスプレイ / キーボード / マウス はオプションとなります。

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、販売されたばかりの最新グラフィック
ス GeForce® GTX 1050を搭載した、ミニタワーパソコンを8万4,800円（税別）より、販売開始いたします。

本製品は11月10日（木）11時00分より、マウスコンピューターWEBサイト、電話通販窓口、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune

Garage 秋葉原店にて受注及び販売を開始いたします。

マウスコンピューターは、今後も最新のテクノロジーと幅広いラインアップでお客様の多様なニーズにお応えします。

LM-iG シリーズ 製品ページ

ラインアップ

機種名 プロセッサー 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）

LM-iG430XN4-
SH2

インテル® Core™ i7-
6700 

プロセッサー

16GB 
DDR4 
PC4-
17000 インテル® H110 Expressチップセ

ット

240GB
SSD 

+
2TB HDD GeForce® GTX 1050

(VRAM/2GB)

Windows
10 

Home 
64ビット

10万4,800
円

LM-iG430BN2-
SH2

インテル® Core™ i5-
6400 

プロセッサー

8GB
DDR4 
PC4-
17000

240GB
SSD 

+
1TB HDD

8万4,800円

製品特長

最新アーキテクチャ採用 GeForce® GTX 1050搭載

GeForce® GTX 10シリーズで刷新された「NVIDIA Pascal™」アーキテクチャ、超高速なFinFET技術による微細化、電力効率の向上などの特長を従
来のエントリークラスデスクトップパソコンに搭載。3台以上のマルチモニタ環境の構築や高解像度環境の構築などをお求めやすい価格帯で、
DirectX12などの最先端のGPUアーキテクチャによるグラフィックパフォーマンスを実現することができるコストパフォーマンスに優れた製品です。

幅広いBTO項目を提供、パワーユーザーにも納得のカスタマイズ性を実現

マイクロATXをベースとしたコンパクトな筐体ながらも、700W電源ユニットやフルサイズの拡張カードの搭載を前提としたケースレイアウトとな
り、SSD+HDDなどのストレージを複数搭載する構成や水冷CPUクーラーなどの様々なBTO、またシステムアップグレードにも柔軟に対応し、末永く
ご利用頂く事が出来る万能な仕様として仕上がっております。

従来のエントリーグラフィックスを凌ぐ描写性能

前世代アーキテクチャのエントリーグラフィックスを約10%上回るグラフィックス処理性能を発揮。 

消費電力を低く抑えながらも、処理能力、運用コストなど、バランスの取れた製品となります。 

＜Futuremark 3DMark ベンチマークスコア＞ 

Windows 10 Home 64ビット環境 

・GTX1050： Core i7-6700K, 16GBメモリ, GeForce® GTX 1050(2GB) 

・GTX 950： Core i7-6700,  8GBメモリ, GeForce® GTX 950(2GB) 

※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。

Windows® 7 Professional プリインストールモデルもラインアップ

LM-iG430シリーズはWindows® 7 Professional プリインストールモデル(ダウングレード権付) をお求め頂けます。Windows® 7 Professionalモデルに
は標準でダウングレード権が付帯し、Windows 10 ダウングレード権を用いて、お使い頂くユーザー様の好きなタイミングでWindows® 7から
Windows 10 へアップグレードが行えます。

Windows 10 Pro ダウングレードサービスの詳細については下記URLを参照ください。 

http://www.mouse-jp.co.jp/bto_customize/windows10_dg.html

24時間365日安心電話サポート

標準で24時間365日の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、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。）

製品仕様

製品型番 LM-iG430BN2-SH2 LM-iG430XN4-SH2

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー 

(4コア/2.70GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ)
インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー 

(4コア/3.40GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

チップセット インテル® H110 Expressチップセット

メインメモリ 8GB DDR4 PC4-17000 （8GBｘ1） 16GB DDR4 PC4-17000 （8GBｘ2）

最大搭載容量 32GB (16GBｘ2)

ストレージ
SSD 240GB SSD (6Gbps)

HDD 1TB HDD (7200rpm) 2TB HDD (7200rpm)

光学ドライブ (BTOにて選択可能)

グラフィックス GeForce® GTX 1050 (VRAM2GB)

サウンド ハイ・デフィニションオーディオ

内部拡張
スロット

PCI Express×16スロット×1（空き×0）、PCI Express×1スロット×3（空き×2）

その他

■I/Oポート： 
●PS/2 マウスポート×1(背面×1、Mini DIN 6ピン) 

●PS/2キーボードポート×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×2(背面×2) 
●DVI-Dポート×1(背面×1) ●DisplayPort×1(背面×1) 

●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×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 500W (80PLUS® SILVER)

サイズ 170(幅) x 403(奥行き) x 360(高さ) mm

保証 1年間無償保証

価格
(税別) 84,800円 104,800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。※
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。※

商品ラインアップ
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