
1. 第 8 世代インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーと第 8 世代インテル® Core™ i7-7820HK プロセッサーで SYSmark* 2014 SE を実行し、それぞれの測定値を比較。
2. 第 8 世代インテル® Core™ i7+ 8750H プロセッサー (インテル® Optane™ メモリーモジュール 32GB) と、第 8 世代インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー (HDD のみ) で SYSmark* 2014 SE を実行し、それぞれの応答性サブスコアを比較。
3. 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。
4. インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーとインテル® Core™ i7-7820HK プロセッサーでメガタスク処理のワークロードを実行し、それぞれの測定値を比較。

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、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html を参照してください。 パフォーマンスの測定結果は、2018年3月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。

プロレベルの
ゲームプレイ
第 8 世代インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーでよりスムーズな
ゲーム体験を堪能しながら、ストリーミング配信と録画も同時に実行⁴。

プロレベルの
コンテンツ制作

インテルの最も強力なクリエーター向けモバイル・
プラットフォーム。

トレーニング

ハイパフォーマンス第 8 世代モバイル
インテル® Core™ H シリーズ・プロセッサー

リンク リンク リンク

キャンペーン ビデオ

29%¹最
大

オーバークロック機能³など
の強化により、第 7 世代と
比較して、パフォーマンスが
最大 29%¹ 向上。

初のインテル® Core™ i9 モバイル・プロセッサーは
最大 6 コア / 12 スレッドに対応。

2.2 倍²最
大

日常のタスクにおける
応答性が最大 2.2 倍
向上²。

インテル® Core™ i9+ が新登場。インテル® Optane™

メモリーを搭載した最上級のインテル® モバイル・

プラットフォームにより、PC のパワーを最大限引き

出し順応力を向上。

リンク リンク
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1. インテル® Thermal Velocity Boost 機能 (プロセッサーが 50°C 以下で動作し、かつターボ機能に割り当てられる電力がある場合に、自動的にプロセッサーの動作周波数を最大 200 MHz 向上させる機能) の効果を含む。周波数の上昇値とその持続時間は、
ワークロード (バースト性があるワークロードに最適)、個々のプロセッサーの性能、冷却ソリューションに応じて変動します。動作周波数は時間の経過とともに低下する場合があります。とくにより長い時間にわたるワークロードでは、はじめの最大値から、
プロセッサー温度の上昇にともなって低下する可能性があります。

2. 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。

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、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html を参照してください。 パフォーマンスの測定結果は、2018年3月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。

インテル® Core™ i5 プロセッサー インテル® Core™ i7 プロセッサー インテル® Core™ i9 プロセッサー

インテル® Core™ 
i5-8300H 
プロセッサー

インテル® Core™ 
i9-8950HK 
プロセッサー

• 写真や動画の編集で素晴らしい性能を発揮
• ゲーム、ストリーミング配信、録画を同時実行
• 高度なゲーム設定で高いフレームレートを実現

• 外出先でもレンダリングやトランスコーディングが可能に
なる高速性

• ゲームプレイ、ストリーミング配信、同時録画に最適な
インテル® Core™ プロセッサー

• ウルトラ設定で究極のゲームプレイとインテル最高の
フレームレートを実現する、完全アンロック対応²の
パフォーマンス (K SKU)

• 最高クラスのゲームプレイと高い生産性

4 コア / 8 スレッド
ベース周波数 2.30GHz (ターボ時最大 4GHz)

6 コア / 12 スレッド
ベース周波数 2.20GHz (ターボ時最大 4.10GHz)

6 コア / 12 スレッド / アンロック対応
ベース周波数 2.90GHz (インテル® Thermal 
Velocity Boost で最大 4.80GHz¹)

驚異的なモバイル・
パフォーマンス

妥協のないゲームプレ
イと制作活動

ゲームも制作もプロ
レベルで

インテル® Core™ 
i7-8750H 
プロセッサー

第 8 世代インテル® Core™ H シリーズ・プロセッサー

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


第 8 世代
インテル® Core™ 
i9-8950HK 
プロセッサー

第 8 世代インテル® Core™ H シリーズ・プロセッサーで

プロレベルの
ゲームプレイ

41%最
大

「Total War: WARHAMMER II*」
などのゲームのフレームレートが、
第 7 世代プロセッサーと比べて
最大 41% 向上¹

妥協のないゲームプレイと

バーチャル・リアリティー

インテル® Wireless-AC 2x2 160 MHz 搭載。ギガビット・イーサネットの接続によりゲームのワイヤレス・プレイや高品質のモバイル VR、
また最新の Windows* Mixed Reality Ultra 体験を実現。

ハイパフォーマンス第 8 世代インテル® Core™ モバイル・
プロセッサー・ファミリーでは、最新のディスクリート・
グラフィックスをフル活用し、よりスムーズなゲームプレイを
実現できるよう最適化。

32%最
大

メガタスク処理のパフォーマンスが、
第 7 世代プロセッサーと比べて
最大 32% 向上²

6 コア / 12 スレッドで妥協のないメガタスク処理に対応。
ゲームプレイを 32%² 高速化し、HD ライブ・ストリーミングの
録画と同時に世界へ配信。

4.8 倍最
大 レベル読み込み時間が最

大 48 倍高速化³

インテル® Core™ i9+ プロセッサーにより、大容量の
データドライブを高速化し、最大 4.8 倍³の速度で
ゲームレベルの読み込みを可能に。

1. 第 8 世代インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーと、第 8 世代インテル® Core™ i7-7820HK プロセッサーで「Total War: Warhammer II*」ワークロードを実行し、それぞれの測定値を比較。

2. 第 8 世代インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーと、第 8 世代インテル® Core™ i7-7820HK プロセッサーで、「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS*」を使ったメガタスク処理ゲームシナリオを実行し、

それぞれの測定値を比較。

3. 第 8 世代インテル® Core™ i9+ 8950HK プロセッサー (インテル® Optane™ メモリーモジュール 32GB + PCIe* SSD 256GB + HDD 1TB) と、第 8 世代インテル® Core™ i9-8950K プロセッサー (PCIe* SSD 256GB + HDD 1TB) で、

ゲームレベル読み込みワークロードを実行し、それぞれの測定値を比較。

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、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html を参照してください。

パフォーマンスの測定結果は、2018年3月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。
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第 8 世代インテル® Core™ H シリーズ・プロセッサーで

プロレベルのコンテンツ制作

インテルの最も強力なクリエーター向けモバイル・プラットフォームが、4K ビデオ編集¹や
コンテンツ制作、編集、共有に要する時間を短縮します。

Thunderbolt™ 3 対応ポートは、あらゆるドック、ディスプレイ、またはデータデバイスへの最速で最も多用途な接続を提供する、薄型リバーシブル USB-C ポートです。
ゲーム・ライブラリーへのアクセス、写真やビデオの編集に高速な NVMe* ストレージを使用することができます。2 台の 4K 60 Hz ディスプレイまたは 1 台の
5K ディスプレイに接続することで、さらにエキサイティングな画面で楽しむこともできます。

59%¹最
大

Adobe* Premier* Pro 
による 4K ビデオ編集を
最大 59%¹ 高速化 最

大

コンテンツ制作、
編集、共有を最大
27%² 高速化27%²

ワンランク上のコンテンツ制作

Thunderbolt™ 3

1. 第 8 世代インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーと第 8 世代インテル® Core™ i7-7820HK プロセッサーで Adobe* Premiere* Pro ビデオ編集ワークロードを実行し、それぞれの測定値を比較。
2. インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサーとインテル® Core™ i7-7820HK プロセッサーで HDXPRT* 2014 を実行し、それぞれの測定値を比較。

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、
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html を参照してください。 パフォーマンスの測定結果は、2018年3月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。
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