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ハンドル付きで持ち運び可能なミニタワー型パソコン
最新の第 8 世代インテル® CPU 搭載で新登場
～VRやゲーミングに最適なハイパフォーマンスモデル～
2018.04.26

LITTLEGEAR i330BA1-MD
※ 画像はイメージです。

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、ゲーミングパソコンブランド「GTune」のコンパクトデスクトップパソコン「LITTLEGEAR」シリーズより、第 8 世代インテル® CPU 搭載ゲーミングパソコンを販売開始いたしまし
た。
本製品は従来のシリーズからプラットフォームをインテル® B360 チップセットに一新し、税別 8万円台の価格帯から、第 8 世代インテル® CPU の搭
載を実現したモデルです。
第 8 世代インテル® CPU は前世代の CPU と比べ最大 4コアから最大 6コアとなることでマルチタスク処理に優れています。ゲームの描画処理で多用
される物理演算も、増加したコアによる並列実行で効率よく高速に処理することができます。
シャーシは省スペースと高性能を両立するため、最新のハイスペック構成となるインテル® Core™ i7-8700K プロセッサーと、GeForce® GTX 1080
Ti を搭載しても十分な冷却が可能なオリジナル設計である「LITTLEGEAR」シリーズとなります。
本体の上部にハンドルを設置することで、取り回しがしやすく、ゲームや VR 視聴などのイベント機材としての活用、リビングや自室での設置場所の
移動など、コンパクトな本体を活かして幅広い用途に使用することができるモデルです。
製品価格は 8万 9800円（税別）より、G-Tune ホームページ、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 各店に
て受注および販売を開始いたします。

G-Tune ホームページ
製品ページ

製品特長
最新の第 8 世代インテル® Core™ プロセッサーと B360 チップセットを採用
前世代の CPU が最大 4コアであったのに対し、最新の第 8 世代インテル® CPU は最大 6コアと、コア数が大幅に増強されています。コア数の増加
で、物理演算の実行が速くなり、ゲームの描画処理も高速に行うことができます。
インテル® B360 チップセットは M.2 PCIe Gen3 ×4 対応しており、従来シリーズと比較して転送速度の理論値が約 2倍になります。高速なデータ転
送が可能な NVMe 対応 PCIe Gen3 ×4 接続の SSD をカスタマイズで搭載することでゲームやアプリケーションの読み出し時間を大幅に短縮します。
さらに、USB 3.1 ポートを 2ポート搭載しており、対応する周辺機器とのデータ交換もより高速に行うことが可能になりました。

背面インターフェース

小型ながら強力な冷却性能により最新ハイスペック CPU とグラフィックスを搭載可能
コンパクトシャーシでありながら、ハイスペックなグラフィックスカードや大容量電源を搭載できる内部スペースを確保しています。シャーシの両側
面および底面はメッシュ構造にして、冷却に必要な外気をスムーズに取り込むことが可能で、効率的なエアフローを実現しています。CPU は最新の
インテル® Core™ i7-8700K プロセッサーまで、グラフィックスは GeForce® GTX 1080 Ti まで搭載可能です。

側面図

底面図

活用シーンを広げるハンドル付きのオリジナルモデル。VRやゲーミングに適した小型シャーシ
イベントで VR や最新ゲームコンテンツを展示する場合、ハイスペックな CPU やグラフィックス性能が必要です。一般的に高性能なパソコンは、搭
載部品のスペース確保や冷却性能の維持のために、シャーシが大型化する傾向がありました。そのため、デスクトップ用グラフィックスの汎用性の高
さと、イベントでの設営のしやすいコンパクトシャーシの、それぞれの要望に応える製品として開発・設計を行ったオリジナルシャーシを採用してい
ます。
またイベントでの利用だけではなく、省スペース性からリビングや机上に設置や場所替えを気軽に行い、ご利用いただくことも可能となります。
持ち運びに便利なハンドルを本体上部に設置し、ハンドル内部の金属フレームと本体シャーシを組み合わせることで、50kg の荷重に耐える剛性をも
っています。また、グリップ部分は握りやすく滑らないための表面加工を施しており、運搬時の重量バランスも考慮し、使い勝手にも配慮したデザイ
ンとなっています。

ハンドル外観

ハンドル内部の金属フレーム

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。ご購入後もお客さまのパソコンのある生活を万全な体
制でバックアップします。（弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

製品仕様

製品型番

LITTLEGEAR i330BA1-MD

OS

Windows 10 Home 64ビット

CPU

インテル® Core™ i5-8400 プロセッサー
（ 6コア / 2.80GHz / TB 時最大 4.00GHz / 9MB スマートキャッシュ ）

グラフィックス

GeForce® GTX 1050 （ビデオメモリ 2GB）

メモリ

8GB PC4-19200 DDR4-DIMM（8GB×1） / 最大 32GB（16GB×2）

ストレージ

SSD

-（ BTO にて NVMe 対応 M.2 SSD 追加可能 ）

HDD

1TB 7200rpm（ 6Gbps / Serial ATA 接続 ）

チップセット

インテル® B360 チップセット

カードリーダー

-

光学ドライブ

- （ 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 ポート×1 (背面×1、Mini DIN 6ピン) ● USB 3.0 ポート×4 (背面×2 前面×2) ● USB 3.1 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/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1)
● LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

拡張スロット

PCI Express ×16スロット×1 (空き×0)

拡張ストレージベイ

3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0)、2.5 インチシャドウベイ×3 (空き×3)、スリムODDベイ×1 (空き×1)

電源

500W電源（80PLUS® BRONZE）

重量

約 7.4kg

本体寸法
(幅×奥行き×高さ)

178×395×298 mm 【本体ケースのみ】
178×395×330 mm 【ハンドルを含む】
178×420×330 mm 【光学ドライブ使用時】

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)

8万 9800円

製品型番

LITTLEGEAR i330PA1-SP

OS

Windows 10 Home 64ビット

CPU

インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー
（ 6コア / 3.20GHz / TB 時最大 4.60GHz / 12MB スマートキャッシュ / HT 対応 ）

グラフィックス

GeForce® GTX 1080 Ti （ビデオメモリ11GB）

メモリ

16GB PC4-19200 DDR4-DIMM（8GB×2） / 最大 32GB （16GB×2）

ストレージ

SSD

-（ BTO にて NVMe 対応 M.2 SSD 追加可能 ）

HDD

1TB 7200rpm（ 6Gbps / Serial ATA 接続 ）

チップセット

インテル® B360 チップセット

カードリーダー

-

光学ドライブ

- （ 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 ポート×1 (背面×1、Mini DIN 6ピン) ● USB 3.0 ポート×4 (背面×2 前面×2) ● USB 3.1 ポート×2 (背面×2) ●
HDMI×1 (背面×1) ● DisplayPort×3 (背面×3) ● サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ● LAN
ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

拡張スロット

PCI Express ×16スロット×1 (空き×0)

拡張ストレージベイ

3.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0)、2.5 インチシャドウベイ×3 (空き×3)、スリムODDベイ×1 (空き×1)

電源

700W電源（80PLUS® GOLD）

重量

約 8.2kg

本体寸法
(幅×奥行き×高さ)

178×395×298 mm 【本体ケースのみ】
178×395×330 mm 【ハンドルを含む】
178×420×330 mm 【光学ドライブ使用時】

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)

20万 4800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。
※ 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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