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高負荷ゲームの挙動を快適に。
最新の第8世代CPU インテル® Core™ i7-8700K 搭載ゲーミングPC 

10月13日（金）販売開始
2017.10.11

マウスコンピューターTOP > 高負荷ゲームの挙動を快適に。最新の第8世代CP…
Like 1 ツイート 0

「MASTERPIECE i1630PA1-SP」 

※ 画像はイメージです。※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、以下マウスコンピューター）は、ゲーミングPCブランド「G-Tune」よ
り、最新の第8世代6コア12スレッドCPU「インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー」を搭載したハイエンドゲーミングPC「MASTERPIECE

i1630PA1-SP」を2017年10月13日（金）午前10時より販売開始致します。

本製品は、最新の第8世代CPUと、高性能グラフィックス「GeForce® GTX 1080 Ti」を搭載しています。これにより、高負荷な3DCGや物理演算を活
用したゲームプレイの挙動を高速にします。また、冷却性や外付けデバイスの拡張性も高く、M.2形状のSSDの冷却性を向上させるM.2シールドの搭
載や、様々な外付けデバイスに対応可能なようにUSB3.1ポートなどの複数のI/Oポートを内蔵しています。周辺機器には、高精度レーザーセンサーを
内蔵したゲーミングマウス「G-Tune Laser Mouse」と、ゲームプレイに特化したゲーミングキーボード「G-Tune Mechanical Keyboard」が付属して
いるため、製品ご購入後、すぐに快適なゲームプレイ環境を整えることができます。

製品価格は 299,800円（税別）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にて販売いた
します。
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製品特長

最新6コア12スレッドCPUと高性能グラフィックス搭載による高速映像処理。

最新の6コア12スレッドCPU「インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー」と、高性能グラフィックス「GeForce® GTX 1080 Ti」を搭載しており、高
負荷な3DCGや物理演算を高速に処理することができ、快適なゲームプレイを実現します。 

また従来の4コア8スレッドCPUである「インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー」を搭載した製品と比べ、コア数だけではなく最大周波数が
4.50GHzから4.70GHz、キャッシュが8MBから12MBに増大しており、高速な処理が求められるゲーミングパソコンに最適なプロセッサーとなってお
ります。

M.2 SSD向けM.2シールドを搭載し、冷却性能を向上。

本製品は、標準で M.2 SSD 向け M.2 シールドを搭載しています。これにより放熱性を高め、M.2 SSD に負荷がかかる際の高熱化を抑制することが可
能です。特に、高速なデータ転送を可能にするものの、発熱が大きい傾向にある、PCI Express 接続の NVMe 対応 M.2 SSD に対して信頼性を高める
ことができます。

USB3.1ポートなどの複数のI/Oポートを内蔵。

様々な外付けデバイスに対応可能なように、複数のI/Oポートを内蔵しています。高速なデータ転送を可能とするUSB3.1ポートをType-A形状で2ポー
ト（Gen2 背面×2）搭載しています。また、VRデバイスなどの接続に使用されるUSB3.0ポートをType-A形状で6ポート（前面×2、背面×4）内蔵
し、旧来の周辺機器に採用が多い、USB2.0ポートも2ポート（前面×2）内蔵しているためレガシーな周辺機器にも対応する柔軟性を備えています。

高精度レーザーセンサーを搭載したゲーミングマウスが付属。

8200 DPIの非常に高精細なレーザーセンサーを内蔵したゲーミングマウス「G-Tune Laser Mouse」が付属します。DPIアップ/ダウン切り替えボタン
とLEDインジケータを搭載しており、ゲームプレイ中の様々な環境の変化に合わせて即座にマウス動作を変更、DPI設定状態を確認することができま
す。

G-Tune Laser Mouse

ゲームプレイに特化したゲーミングキーボードが付属。

ゲームプレイ時に使用頻度が高いスペースキーに100mmのスペースを確保したオリジナルのキーレイアウトを採用した、ゲーミングキーボード「G-

Tune Mechanical Keyboard」が付属します。高速な動作とスムーズな打鍵感を実現するCherry MX 黒軸 メカニカルキースイッチを採用しており、キ
ースイッチは堅牢なアルミニウム合金のトップフレームに実装されています。
押下圧力は60g、2.0mmで反応するキースイッチが良好なレスポンスを提供し、5000万回のキーストローク耐久性でハードなゲームプレイ環境をサポ
ートします。

製品仕様

製品型番 MASTERPIECE i1630PA1-SP

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー 
( 6コア / 3.70GHz / TB 時最大 4.70GHz / 12MB 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 PC4-21300 DDR4-DIMM (16GB×2) / 最大 64GB (16GB×4)

ストレージ
M.2 SSD 512GB (PCI Express Gen3×4 接続) Samsung SM961-NVMe / M.2 シールド付属

HDD 3TB 7200rpm (6Gbps/Serial ATA接続)

チップセット インテル® Z370 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

その他

G-Tune Mechanical Keyboard (メカニカルキーボード) 
G-Tune Laser Mouse (レーザーマウス)

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 3.1 Type-A×2 (Gen2 背面×2) ●USB 3.0 ポート×6 (前面
×2、背面×4) ●USB 2.0 ポート×2 (前面×2) ●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)

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×2）、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® GOLD)

本体寸法
(幅×奥行×高さ) 215×490×501mm

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) 299,800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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

サイトマップ プライバシーポリシー 規約 企業情報 採用情報 ニュースリリース Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/inquiry_info.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=335
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/cart_view.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/lp/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/abest/wakeari/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E9%AB%98%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%82%92%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%AB%E3%80%82%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%81%AE%E7%AC%AC8%E4%B8%96%E4%BB%A3CPU%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Core%20i7-8700K%20%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0PC%2010%E6%9C%8813%E6%97%A5%EF%BC%88%E9%87%91%EF%BC%89%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BD%9CBTO%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%BBPC%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%90%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2Fcompany%2Fnews%2F2017%2Fnews_20171011_01.html%3Fmid%3Dlink_twitter%26uiaid%3Dtwitter&via=mouse_computer
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2017/news_20171011_01.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2017/news_20171011_01.html
http://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/#products
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/purchase/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/payment/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/delivery/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/open/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/return/
https://www.mouse-jp.co.jp/faq/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_contact.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_repair.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#sendai_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#akiba_ds
https://www.g-tune.jp/garage/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#kasukabe_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#nagoya_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#osaka_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#hakata_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/bto.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/affiliate/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp?_ga=1.198390636.25534302.1467198253
https://www2.mouse-jp.co.jp/status/
https://www.mouse-jp.co.jp/sitemap/
https://www.mouse-jp.co.jp/privacy/
https://www.mouse-jp.co.jp/agreement/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mcj.jp/

