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45%最
大

「Conqueror's Blade」では
FPS が最大 45% 向上
(3 年前の PC との比較)¹

2.7 倍最
大

インテル® Optane™ メモリー使用時
のデジタル・ライブラリーの読み込
み時間、編集、レンダリングが最大
2.7 倍高速化²

インテル® Core™ プ
ロセッサー史上最も
強力な世代

新たなレベルのパフォーマンス
第 9 世代インテル® Core™ デスクトップ・
プロセッサー・ファミリー

¹ 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーと、第 6 世代インテル® Core™ i7-6700K プロセッサーで「Conqueror's Blade」を実行し、それぞれの FPS を比較。
² 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー (HDD のみで構成) と、第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー (HDD + 64GB インテル® Optane™ メモリーモジュールで構成) で「Star Trails Workload」を実行し、それぞれの測定値を比較。
パフォーマンスの測定結果は、2018年10月4日付のテストに基づいています。また、すべての公開セキュリティー・アップデートが適用されていない場合があります。詳細については、公開されている構成情報を参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品はありません。性能テス
トに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれ
らの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。パフォーマンスおよびベンチマーク結果の詳細については、
http://www.intel.co.jp/benchmarks を参照してください。

*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

http://stwb.co/zhpuzsl
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/technology-provider/products-and-solutions/9th-generation-intel-core-processors/desktop-processors-intro-video.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/core/9th-gen-core-desktop-brief.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html


ゲーム
最大 8 コア 16 スレッドによって、ストリーミン

グや録画をしながらゲーム内で素晴らしい

パフォーマンスを楽しむことができます。

オーバークロック
ソルダリング仕様サーマル・インターフェイス・

マテリアル (STIM)、オーバークロック⁴のカスタ

マイズの改良、強化されたインテル® エクスト

リーム・チューニング・ユーティリティー

(インテル® XTU) などの最新機能と強化機能を

備えているので、自信を持ってオーバークロック⁴

できます。

制作
現代最高水準のツールを使用して制作、

編集、共有できるパワーを備えています。

かつてないパフォーマンスを実現する第 9 世代

インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

6 コア / 6 スレッド / 9 MB キャッシュ
最大 4.60 GHz

写真編集に最適 — 最大 20% 
パフォーマンスが高速化 (前世代との比較¹)

8 コア / 8 スレッド / 12 MB キャッシュ
最大 4.90 GHz

Adobe Premiere* でのビデオ編集が向上
— 最大 34% パフォーマンスが高速化
(前世代との比較²)

8 コア / 16 スレッド / 16 MB キャッシュ
最大 5 GHz

初のメインストリーム・ユーザー向けアンロッ
ク対応インテル® Core™ i9 
デスクトップ・プロセッサー
「Total War: Warhammer II」プレイ時に
最大 40% FPS が向上 (3 年前の PC との比較³)

最大 8 コア /16 スレッド 最大 40 のプラットフォーム

PCIe* レーン

最大 5 GHz

パフォーマンスの測定結果は、2018年10月4日のテストに基づいています。また、すべての公開セキュリティー・アップデートが適用されていない場合があります。詳細については、公開されている構成情報を参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品はありません。
性能テストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったも
のです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。パフォーマンスおよびベンチマーク結果の詳細につい
ては、http://www.intel.co.jp/benchmarks を参照してください。

¹ 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーと第 8 世代インテル® Core™ i7-8700K プロセッサーで Adobe* Lightroom* を実行し、それぞれの測定値を比較。
² 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーと第 8 世代インテル® Core™ i7-8700K プロセッサーで Adobe* Premiere* Pro を実行し、それぞれの測定値を比較。
³ 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーと第 6 世代インテル® Core™ i7-6700K プロセッサーで「Total War: WARHAMMER II (Skaven Lab モード)」の FPS ワークロードを実行し、それぞれの測定値を比較。
⁴ 動作周波数または電圧を改変した場合、プロセッサーや他のシステム・コンポーネントの故障の原因や耐用年数の減少を引き起こしたり、システムの安定性やパフォーマンスが低下したりするおそれがあります。
仕様の枠を超えてプロセッサーが動作している場合、製品保証は適用されません。 詳細については、システムおよびコンポーネントのメーカーにお問い合わせください。

*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html


最大 5 GHz の第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K 
プロセッサーが PC のパフォーマンスを引き上げます

最大 40 のプラットフォーム PCIe* レーンにより、
ハードウェアと周辺機器の柔軟性が高まります

¹ 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーと、第 6 世代インテル® Core™ i7-6700K プロセッサーで「Conqueror's Blade」を実行し、それぞれの FPS を比較。
2 第 9 世代インテル® Core™ i9-9900K プロセッサーと、第 6 世代インテル® Core™ i7-6700K プロセッサーで「World of Tanks enCore」デモアプリのワークロードを実行し、それぞれの FPS を比較。

最
大

「Conqueror's 
Blade」では FPS 
が最大 45% 向上
(3 年前の PC との比較)¹

最
大

「World of Tanks 
enCore」ではパフォー
マンスが最大 37% 向上
(3 年前の PC との比較)²

• 8 コア
• 16 スレッド
• 最大 5 GHz、16 MB キャッシュ
• 40 のプラットフォーム PCIe* レーン

• ソルダリング仕様サーマル・インターフェイス・マテリアル
(STIM) 採用

ゲーム内で素晴らしいパフォーマンスを発揮する第 9 世代

インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

• 妥協のないゲーム、録画、ストリーミング

• ライブ・ストリーミング、キャプチャー、マルチタスクに威力を発揮するインテル® クイック・シンク・ビデオ・テクノロジー

搭載

• よくプレイするゲームの読み込みと起動をインテル® Optane™ メモリーで高速化

異次元レベルのゲーム体験

パフォーマンスの測定結果は、2018年10月4日のテストに基づいています。また、すべての公開セキュリティー・アップデートが適用されていない場合があります。詳細については、公開されている構成
情報を参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品はありません。性能テストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されている
ことがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によっ
て異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。
パフォーマンスおよびベンチマーク結果の詳細については、http://www.intel.co.jp/benchmarks を参照してください。

8 コアとインテル® ハイパースレッディング・
テクノロジーが 16-way のマルチタスク処理を実現します

*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html


パフォーマンスを最大限に引き出す
アンロック対応第 9 世代インテル® Core™
プロセッサー・ファミリー

ヒート・
マネジメント
オーバークロックを成功させるに

はヒート・マネジメントが非常に

重要です¹。STIM がお使いの冷却

ソリューションへの熱転送を最大

限に高めます。

強化ツール
インテル® エクストリーム・
メモリー・プロファイル (インテル® 
XMP) やインテル® エクストリーム・
チューニング・ユーティリティー
(インテル® XTU) などの強化ツールを
使えば、自信を持ってオーバーク
ロック¹できます。

¹ 動作周波数または電圧を改変すると、プロセッサーや他のシステム・コンポーネントの故障や耐用年数の減少を引き起こしたり、システムの安定性やパフォーマンスが低下するおそれがあります。
仕様の枠を超えてプロセッサーが動作している場合、製品保証は適用されません。 詳細については、システムおよびコンポーネントのメーカーにお問い合わせください。

最大 5 GHz
インテル® ターボ・ブースト・

テクノロジー 2.0 が、最も加

速が必要な時に最大 5 GHz

のピーク性能を発揮します。

パフォーマンスを最大限に高める STIM と強化オーバー
クロック¹・ユーティリティー。

「冷却」


