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＜報道関係各位＞ 

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社⻑︓⼩松永門、本社︓東京都、以下「マウスコンピューター」）は、
MSI 製ゲーミングパソコンの取り扱いを7月24日（火）より開始いたします。 

MSI（Micro-Star INT'L CO.LTD.）製ゲーミングパソコンは、世界的に高い評価を得ているゲーミングパソコンと
なります。日本市場に特化した当社のゲーミングブランド「G-Tune」とは異なる視点で開発された製品を取り扱うこと
で、幅広いユーザーニーズに沿った製品提案を⾏います。取り扱う製品は「Aegis 3 8th（イージス・スリー・エイ
ト）」と、「Nightblade MI3 8 th （ナイトブレイド・エムアイスリー・エイト）」の2製品となります。

「Aegis 3 8th」は、シャーシ上部にハンドルを装備しているため、日本でも普及しつつある LAN パーティーや、ゲー
ムイベントなどへ持ち運びやすいゲーミングパソコンです。

「Nightblade MI3 8th」は、省スペース性を特⻑とするゲーミングパソコンです。本体サイズは、幅128mm、奥
⾏き342mm、高さ268mm となり、ミドルタワー型のゲーミングパソコン※と比較し、約40％の面積で設置すること
が可能です。両製品共に、動作時のおもな熱源となる CPU とグラフィックスの格納エリアを物理的に分離したユニーク
な構造を採⽤しています。これにより、適切な温度管理と、静かな動作を実現します。 

「Aegis 3 8th」は、ハイスペックレンジのグラフィックス「GeForce® GTX 1080（8GB）」を採用し、24万
5800円（税別）、「Nightblade MI3 8th」は、ミドルスペックレンジのグラフィックス「GeForce® GTX 1060
（6GB）」を採用し、16万9800円（税別）にて販売いたします。 

本製品は、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、マウスコンピ
ューター製品取り扱い販売店にて、順次販売を開始いたします。また、マウスコンピューター WEB サイトにおいては、
BTO カスタマイズを⾏ってのご購⼊が可能です。 

※G-Tune のミドルタワー型ゲーミングパソコン「NEXTGEAR シリーズ」（幅210mm、奥⾏き524mm、高さ435mm）との比較。

情報解禁日時︓7 月 18 日（水）13:00 以降 
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マウスコンピューター、MSI 製ゲーミングパソコンの取り扱いを開始
〜WEB-BTO によるカスタマイズ販売も実施〜 

※画像はイメージです。
「Aegis 3 8th」 「Nightblade MI3 8th」
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マウスコンピューターホームページ ︓https://www.mouse-jp.co.jp/ 
製品ページ ︓https://www.mouse-jp.co.jp/msi/ 

■製品特⻑ 【Aegis 3 8th】

■シャーシ上部にハンドルを装備

持ち運びに便利なハンドルをパソコン上部に装備。LAN パーティーや、ゲームイベントでの移動や設置を⼿軽に⾏う
ことができます。 

■アップグレードが簡単

上部や側面のアクセスしやすい位置にグラフィックスやメモリなどが配置されており、簡単にパーツの増設やアップグレー
ドができる設計になっています。 
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■グラフィックスカードの垂直設置

グラフィックスカードを垂直方向に設置する設計により、グラフィックス自
⾝の重量による端⼦部分への負荷を軽減。 
持ち運びの際に端⼦部分が曲がってしまうなどの破損事故を防ぎます。 

■製品特⻑ 【Nightblade MI3 8th】

■ミドルタワー型のゲーミングパソコンと比較し、約 40％の面積で設置可能

本体サイズは、幅 128mm、奥⾏き 342mm、高さ 268mm となり、ミドルタワー型のゲーミングパソコン※と比
較し、約 40％の面積で設置することが可能です。これにより、デスク上を圧迫することなく、広いゲームプレイスペース
を確保することができます。 

※G-Tune のミドルタワー型ゲーミングパソコン「NEXTGEAR シリーズ」（幅 210mm、奥⾏き 524mm、高さ 435mm）との比較。

G-Tune 製品ラインナップとのサイズ比較
※左から G-Tune︓MASTERPIECE、NEXTGEAR、NEXTGEAR-MICRO、LITTLEGEAR、

MSI︓Aegis 3 8th、Nightblade MI3 8th
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■製品特⻑ 【共通】

■動作時の熱源を分離

動作時のおもな熱源となる CPU とグラフィックスの格納エリアを物理的に分離したユニークな構造を採⽤しています。
これにより、適切な温度管理と、静かな動作を実現します。 

■⾼品質なオーディオ回路

周囲の電磁波の影響を受けにくい設計の独⽴オーディオ基板、電磁波からの⼲渉を防ぐ EMI シールド、ノイズやひ
ずみの少ない高⾳質なオーディオ出⼒に対応したハードウェアアンプ「OP1652」、⾦メッキオーディオコネクタを備え、迫
⼒あるゲームサウンドを実現します。 

■MSI 製のゲーミングキーボードと、ゲーミングマウスが標準で付属

メカニカル感覚の特製メンブレンスイッチを搭載し、メカニカルスイッチキーボードに近い打鍵感と耐久性を実現するキー
ボード「VIGOR GK40」と、ソフトウェア無しで 4 段階の dpi 切り替え(800/ 1,000/ 1,600/ 2,400 dpi)が可能な
光学式ゲーミングマウス「CLUTCH GM10」が標準で付属します。 
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■製品仕様

製品名 Aegis 3 8th Nightblade MI3 8th 

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 

（GDDR5X / 8GB） 

GeForce® GTX 1060 

（GDDR5 / 6GB） 

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

ストレージ

M.2 SSD

256GB 

（NVMe 対応/ M.2 規格/ PCI Express 

Gen3 ×4 接続）  

256GB 

（M.2 規格 / SerialATAIII 接続） 

ハードディ

スク

1TB 7200rpm 

 （6Gbps/Serial ATA 接続） 

チップセット インテル® B360 チップセット インテル® H310 チップセット

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

インターフェース

I/O ポート︓●USB3.1 ポート×3 (Type-A/ 

背面×2、Type-C/ 前面 x1) ●USB3.0 ポー

ト×2 （Type-A/背面×2）●USB2.0 ポート

×4 （前面×2、背面×2）※USB 前面ポートの

うち一つは、常時給電対応します。 ●サウンド ヘ

ッドホン（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×1 (背面×1、オプティカル/角型)

●LAN ポート×1 （1000Base-T/100Base-

TX/10Base-T 対応、背面×1、RJ-45）

●無線 IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最大

433Mbps) + Bluetooth 5 モジュール内蔵

●DisplayPort×3（背面×3） ●DVI-D ポー

ト×1 （背面×1） ●HDMI×1 （背面×1）

I/O ポート︓ ●USB3.0 ポート×3 （Type-

A/背面×2、Type-C 前面×1）●USB2.0 ポ

ート×5 （前面×1、背面×4）※USB 前面ポー

トは、常時給電対応します。 ●サウンド ヘッドホン

（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×

1 (背面×1、オプティカル/角型)  ●LAN ポート

×1 （1000Base-T/100Base-TX/10Base-

T 対応、背面×1、RJ-45）●無線

IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最大 433Mbps)

+ Bluetooth 5 モジュール内蔵 ●

DisplayPort×1（背面×1） ●DVI-D ポート

×1 （背面×1） ●HDMI×1 （背面×1）

拡張ストレージベイ 

2.5 型シャドウベイ×1 （空き×1）、3.5 型シャド

ウベイ×2 （空き×1）スリム ODD ベイ×1

（空き×0） 

2.5 型シャドウベイ×1 （空き×1）、3.5 型シャド

ウベイ×1 （空き×0）スリム ODD ベイ×1

（空き×0） 

電源 450W （80PLUS® BRONZE） 350W （80PLUS® BRONZE） 
本体寸法 

（幅×奥⾏×高さ） 約 169×433×376mm 約 128×342×268mm 

マウス / キーボード マウス︓CLUTH GM10 / キーボード︓VIGOR GK40

保証期間 2 年間無償保証（本製品のご購⼊後のサポートは、MSI による対応となります。） 

販売価格（税別） 24 万 5800 円 16 万 9800 円 



■会社概要

社名 ︓ 株式会社マウスコンピューター 
所在地 ︓ 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26階 
代表者 ︓ 代表取締役社⻑ ⼩松 永門 
事業内容 ︓ パーソナルコンピュータおよび周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業 
設⽴ ︓ 2006年10月 
資本⾦ ︓ 1億円 
URL ︓ https://www.mouse-jp.co.jp/ 


