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G-Tune、第 8 世代 CPU インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー搭載 
設置スペースを重視したマイクロタワーゲーミングパソコン 12月 6日（水）より販売開始

2017.12.06

マウスコンピューターTOP > G-Tune、第 8 世代 CPU インテル® Core™ i7-870…
Like 3 ツイート 0

「NEXTGEAR-MICRO im590PA1-SP」 

※ 画像はイメージです。※ ディスプレイ、マウス、キーボードは別売りとなります。

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、ゲーミングパソコンブランド「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」を搭載したゲーミングパソコン「NEXTGEAR-

MICRO im590PA1-SP」を 2017年 12月 6日（水）午前 11時より販売開始いたします。

本製品は、設置スペースを重視したマイクロタワーシャーシを採用しているため、G-Tune のフラグシップシリーズ「MASTERPIECE」と比較して
33％の体積が削減されており、限られたスペースを有効活用しゲームプレイスペースを確保することができます。また、ゲームの描画に重要な要素と
なるグラフィックスには「GeForce® GTX 1080 Ti」を搭載しています。最新の第 8 世代 CPU と組み合わせることで、高負荷な 3D CG や物理演算を
活用したゲーム描画処理を高速化します。
製品価格は 199,800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。

G-Tune ホームページ

製品販売ページ

エアフロー図 筐体内部グラフィックスカードとFAN

前面パネル 前面パネル取り外し

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」を搭載すること
で、高負荷な 3D CG 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。

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

Windows 10 Home 64ビット環境 フルHD解像度 

本製品：インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー,GeForce® GTX 1080 Ti, 16GB PC4-19200 メモリ 

旧製品：インテル® Core™ i7-7700K プロセッサー,GeForce® GTX 1080 Ti, 16GB PC4-19200 メモリ 

※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。

設置スペースを重視したマイクロタワーシャーシを採用

設置スペースを重視したマイクロタワーシャーシを採用しています。横幅 196mm、奥行き 430mm、高さ 417mm のサイズとなり、G-Tune のフラグ
シップシリーズ「MASTERPIECE」と比較して、33％の体積が削減されています。これにより、ゲームプレイスペースを圧迫せずに、6コア 12スレ
ッド CPU と高性能グラフィックスによる快適なゲーム環境を構築することができます。

放熱性に優れるシャーシ設計

前面に設置された 2つの吸気 FAN と、上部・背面に設置された排気 FAN により、効率的なエアフローを実現しています。特に、ゲーム動作の要とな
るグラフィックスカードを前面 FAN から直接冷却する設計になっているため、マイクロタワーシャーシでありながら、発熱の大きな最上位のグラフ
ィックスカードを安定動作させることが可能です。

清掃性に優れるワンタッチフロントパネル

放熱性に優れるパソコンは、長期間の利用で吸気口に埃が溜まりやすく、徐々に冷却性能が低下してしまいます。本製品は定期的な清掃を簡易にする
ため、吸気口となる前面パネルをワンタッチで取り外すことのできる設計にすることで、冷却性能を低下させることなく快適なゲーム環境を維持する
ことができます。

製品仕様

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im590PA1-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 スマートキャッシュ / HT 対応 )

グラフィックス GeForce® GTX 1080 Ti （GDDR5X / 11GB）

メモリ 16GB PC4-19200 DDR4-DIMM (8GB×2) / 最大 64GB (16GB×4) 

ストレージ HDD 1TB 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 - (BTO にて追加可能)

カードリーダー - (BTO にて追加可能)

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

その他

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 3.0 ポート×5 (前面×1、背面×4) ● USB 2.0 ポート×4 (前
面×2、背面×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/ (背面×各1) 、S/PDIF 出力×1 (オプティカル / 背面×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 PCI Express×16スロット×2（空き×1）※1、PCI Express×1スロット×2（空き×1）※2

拡張ストレージベイ 5 インチベイ×1 (空き×1)、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×3 (空き×2) ※3 、2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×1)

電源 700W (80PLUS® BRONZE)

本体寸法
(幅×奥行×高さ) 196×430×417mm

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) 199,800円

※1 下段の PCI Express×16 スロットは x4 動作となります。
※2 グラフィックスカードにより 1 スロット占有されます。
※3 3.5インチシャドウベイの内、1 つは 2.5インチシャドウベイと共用です。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。

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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