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G-Tune、「MASTERPIECE」シリーズをリニューアル！ 
新シャーシ採用フラグシップゲーミングパソコンを販売開始！

洗練されたデザインとパフォーマンスを両立
～ NVIDIA TITAN X SLI も選択可能なハイエンドスペック ～

2016.11.24

マウスコンピューターTOP > G-Tune、「MASTERPIECE」シリーズをリニュ…
Like 0 ツイート 0

「MASTERPIECE i1610/i1710 シリーズ」

※ 画像はイメージです。※液晶ディスプレイはオプションです。

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）は、ゲーミングパソコンブランド「G-Tune」より、すべてを刷新した
新設計シャーシを採用し、ハイパフォーマンス構成を可能としたフラグシップゲーミングパソコン「MASTERPIECE」シリーズをリニューアルして
販売開始します。

新シャーシは、「MASTERPIECE」シリーズの黒＋赤カラーリング、ソリッド＆フラットデザインを継承しつつも、新たにガラス素材を取り入れる
ことで、より精悍なフォルムを演出し、1.2mm 厚鋼材のフレームによる高い剛性と、理想的なエアフロー設計によって、最新デバイスに対応するパ
フォーマンスチューニングを施しています。

新製品ラインアップの一例として、インテル® Z170 Express プラットフォームに、インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー、16GB メモリ、
GeForce® GTX 1060（3GB版）、480GB SSD と 3TB HDD を搭載した「MASTERPIECE i1610SA1」が 15万 9,800円（税別）から、同じくインテル
® Z170 Express プラットフォームに、インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー、32GB メモリ、480GB SSD と 3TB HDD を搭載し、CPU と GPU

のダブル水冷対応GeForce® GTX 1080 を採用した「MASTERPIECE i1610PA1-DL」が 23万 9,800円（税別）から、さらにプラットフォームをイン
テル® X99 Express に変更し、インテル® Core™ i7-6900K プロセッサー、32GB メモリ、960GB SSD と 3TB HDD を搭載し、NVIDIA TITAN X を 2

枚 SLI 構成で採用した「MASTERPIECE i1710PA1-SP」が 64万 9,800円（税別）から販売します。

本製品は、G-Tune : Garage 秋葉原店およびマウスコンピューター 各ダイレクトショップ、G-Tune ホームページ、電話通販窓口にて、11月24日
（木）11時より、受注および販売を開始いたします。

G-Tune ホームページ

MASTERPIECE i1610 シリーズ（Z170）製品ページ

MASTERPIECE i1710 シリーズ（X99）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 OS
価格
（税
別）

MASTERPIECE
i1610SA1

インテル® Core™ i7-6700K プ
ロセッサー

GeForce® GTX 1060
(GDDR5/3GB)

16GB DDR4
PC4-17000 480GB SSD +

3TB HDD
インテル® Z170

Express チップセット

Windows 10
Home 64 ビット

15万
9,800円

MASTERPIECE
i1610PA1-DL

【水冷】インテル® Core™ i7-
6700K プロセッサー

【水冷】GeForce® GTX 1080
(GDDR5X 8GB)

32GB DDR4
PC4-17000

23万
9,800円

MASTERPIECE
i1710PA1

インテル® Core™ i7-6800K プ
ロセッサー

NVIDIA TITAN X (GDDR5X
12GB) 32GB DDR4

PC4-19200
960GB SSD +

3TB HDD
インテル® X99 Express

チップセット

37万
9,800円

MASTERPIECE
i1710PA1-SP

インテル® Core™ i7-6900K プ
ロセッサー

【2Way-SLI】NVIDIA TITAN
X (GDDR5X 12GB)

64万
9,800円

ガラス＋アルミの素材が映えるフロントフェイス ヘアライン処理、サイドカット処理で精悍さを演出

強靭なフレームと余裕のある内部スペース ストレージの垂直配置で搭載数と内部スペースを両立

大口径の底面吸気口と大型スタンドでスムーズな外気取り込み 底面吸気、上段排気の合理的なエアフロー

アクセスが容易なフロント上段の I/O ポート フロントフェイスにマッチするスロットイン光学ドライブ

脱着が容易な底面ダストフィルター

※ガラスサイドパネルはオプションです

専用エリアに電源を独立配置

※構成によって搭載する部品は異なります

ガラスサイドパネルのワンタッチオープン仕様 標準仕様のスチールサイドパネル

製品特長

デザインとフレーム構造を刷新した新シャーシ採用

「MASTERPIECE」シリーズのデザインコンセプトを継承しつつ、新設計のシャーシを採用。 

黒＋赤の印象的なカラーリングをさらに精悍に見せる強化ガラスの意匠をフロントフェイスに大胆に配置し、ガラスとアルミ素材の質感が映えるシン
プル＆フラットなフォルムとしました。

フレームは一般的なシャーシで用いられるものよりも厚い 1.2mm 厚の鋼材を使用することで、高い剛性を持たせており、内部ストレージを垂直配置
することで、大型グラフィックスカードの複数搭載時でも余裕のある内部スペースとスムーズなエアフローを実現しています。

※ 画像はイメージです。構成によって搭載する部品は異なります。

シャーシ底面全体を吸気口とすることで、CPU やグラフィックスカードなど発熱が大きいコンポーネントを効率的に冷却し、暖まった内気をシャー
シ背面上段および中段から排気する自然かつ合理的なエアフローを採用しています。

使用頻度の高い USB やオーディオポート類は、フロント上段部に配置し、光学ドライブにはスロットイン方式を採用することで、床上など低い場所
に設置した場合でもアクセスしやすく、使い勝手を考慮した設計としています。
また、各ポートやディスクローディングスロットはシンプルな縦配列とすることで、フロントフェイスにマッチするアルミパネルと一体化したデザイ
ンとしました。

ケース底面の吸気口には、スライドして脱着可能なダストフィルターを装備することで、異物の混入を防止し、冷却性能を維持するメンテナンス性を
向上しました。電源ユニットは専用エリアに縦置配置することで、内部コンポーネントへのアクセス性を高めるとともに、主要なパーツから熱源を分
離しています。

フラグシップを体現する圧倒的な処理性能

ハイエンド構成では、NVIDIA TITAN X を 2枚 SLI 構成で搭載が可能。 

圧倒的なグラフィックス処理性能を発揮します。
インテル® Z170 Express, X99 Express の両プラットフォームを用意しており、グラフィックスも GeForce® GTX 1060（3GB 版）から NVIDIA

TITAN X までラインアップ。必要なスペックに合わせて、幅広いモデル構成からお好みのモデルを選択していただくことができます。

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

Windows 10 Home 64ビット環境 

・NVIDIA TITAN X SLI： Core™ i7-6950X, X99, 64GB メモリ, SSD, NVIDIA TITAN X(12GB)×2 SLI 

・NVIDIA TITAN X： Core™ i7-6700K, Z170, 32GB メモリ, HDD, NVIDIA TITAN X(12GB) 

・GeForce® GTX 1080： Core™ i7-6700K, Z170, 16GB メモリ, SSD, GeForce® GTX 1080(8GB) 

・GeForce® GTX 1060(3GB)： Core™ i7-6700K, Z170, 16GB メモリ, SSD, GeForce® GTX 1060(3GB) 

※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。

製品の満足感を高める基本スペックと充実のカスタマイズ

CPU やグラフィックスなどのパフォーマンスを決定する基本パーツはもちろん、メモリやストレージも各種容量から組み合わせて選択いただくこと
ができます。
さらに、CPU & GPU ダブル水冷システム、大容量電源、ディスプレイやキーボード、マウスなどゲーミングに最適なカスタマイズから、お好みのス
ペックでお求めいただくことができます。
また、本製品では新シャーシデザインに合わせた専用の強化ガラスサイドパネルをカスタマイズオプションとして用意しており、搭載パーツを個性的
に演出することができます。

スモークド加工を施した強化ガラスサイドパネル（オプション）

※ 画像はイメージです。構成によって搭載する部品は異なります。 

※ 液晶ディスプレイとメカニカルキーボード、レーザーマウスはオプションです。

※ 標準仕様のスチールサイドパネルはワンタッチオープンには対応していません。

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 MASTERPIECE i1610SA1 MASTERPIECE i1610PA1-DL

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー( 4 コア / 4.00GHz / TB 時最大 4.20GHz / 8MB スマートキャッシュ / HT 対応)

CPU FAN LGA1151 用 水冷 CPU クーラー

グラフィックス GeForce® GTX 1060 (ビデオメモリ GDDR5 3GB)
【水冷GPUクーラー搭載】 

GeForce® GTX 1080 (ビデオメモリ GDDR5X 8GB)

メモリ 16GB (8GB×2) DDR4 PC4-17000 / 最大64GB (16GB×4) 32GB (8GB×4) DDR4 PC4-17000 / 最大64GB (16GB×4)

ストレージ
SSD 480GB (6Gbps接続)

HDD 3TB 7200rpm (6Gbps接続)

チップセット インテル® Z170 Express (ATX)

光学ドライブ スロットイン 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

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×4）

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）

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 (ブラック、最大 11 キーロールオーバー対応)

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) ●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×各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×各1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面

×1、RJ-45)

電源 700W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法(mm) 215（幅）×490（奥行き）×501（高さ）

重量(本体) 約 15.7 kg 約 16.8 kg

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) 15万 9,800円 23万 9,800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。

製品型番 MASTERPIECE i1710PA1 MASTERPIECE i1710PA1-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 )

インテル® Core™ i7-6900K プロセッサー 
( 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 CoolerMaster サイドフロー CPU クーラー Hyper 212 EVO

グラフィックス NVIDIA TITAN X (ビデオメモリ GDDR5X 12GB)
【SLI 2枚】 

NVIDIA TITAN X (ビデオメモリ GDDR5X 12GB)

メモリ 32GB (8GB×4) DDR4 PC4-19200 / 最大128GB (16GB×8)

ストレージ
SSD 960GB (6Gbps接続)

HDD 3TB 7200rpm (6Gbps接続)

チップセット インテル® X99 Express (ATX)

光学ドライブ スロットイン 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

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）※2、PCI Express×1スロット×2（空き×1）

PCI Express×16スロット×2（空き×0）、PCI Express×8スロット×1
（空き×1）※3、PCI Express×1スロット×2（空き×1）

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）

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 (ブラック、最大 11 キーロールオーバー対応)

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×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×各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×各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)

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×6 (前面×2、背面×4) ●USB 3.0 ポート×6

(前面×2、背面×4) ●USB3.1ポート×2(背面 Type-A/Type-C×各1) ●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×各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×1 (背面×各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 (80PLUS® BRONZE) 1200W (80PLUS® GOLD)

本体寸法(mm) 215（幅）×490（奥行き）×501（高さ）

重量(本体) 約 16.8 kg 約 19.2 kg

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) 37万 9,800円 64万 9,800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 下から 2 段目の PCI Express x8 スロットを使用すると最上段の PCI Express x16 スロットの速度が x8 に制限されます。
※3 PCI Express x8 スロットを使用すると最上段の PCI Express x16 スロットの速度が x8 に制限されます。

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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