
驚異的な
パフォーマンスと応答性

滑らかな
ゲームプレイ

バーチャル・
リアリティーに最適

ゲームや VR 環境に最適な第 8 世代
インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

新時代に向けて設計されたパワー

キャンペーン素材

ビデオ

キャンペーン素材

ビデオ

詳しくはこちら
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http://stwb.co/zeszerc
http://stwb.co/zhzazze
http://stwb.co/zeaeeec
http://stwb.co/zhzcaar
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/virtual-reality/virtual-reality-overview.html


長所

動作周波数の高いプロセッサー
ほどパフォーマンスが向上

コア数が多い
ほどマルチタスクが可能

システムメモリーがアプリケー
ションの要求に応じて増減

内蔵グラフィックスで
パフォーマンスが向上

最大 3.70 GHz

ターボブーストなし

最大 3.20 GHz

最大 4.60 GHz

最大 3.20 GHz

最大 4.60 GHz

DDR4 2400

4 コア
4 スレッド

6 コア
6 スレッド

6 コア
12 スレッド

最大 3.20 GHz

ターボブーストなし

最大 3.90 GHz

ターボブーストなし

2 コア
2 スレッド

2 コア
4 スレッド

アンロック対応

インテル® デスクトップ PC 向けプロセッサー

手ごろな価格で高性能
メインストリーム向けの生産性とオールラウンド

なパーソナル・コンピューティング

e スポーツ、ゲーム、VR、コンテンツ制作に最適な
エンスージアスト・レベルのパフォーマンス

DDR4 2400

インテル® UHD グラフィックス 630

DDR4 2666

インテル® ブランド

インテル® プロセッサー世代

インテル® プロセッサー SKU

インテル® プロセッサー・シリーズ

インテル® 
Core™

インテル® 
Core™

i7

i7

-

-

8

8

700

700

K

4 GHz

ターボブーストなし

3.60 GHz

最大 4.30 GHz

3.70 GHz

最大 4.70 GHz

DDR4 2400

インテル® UHD グラフィックス 630

4 コア
4 スレッド

6 コア
6 スレッド

6 コア
12 スレッド

DDR4 2666

K

クライアント・コンピューティング・グループ

インテル® UHD グラフィックス 610



ゲーム環境に最適な第 8 世代インテル® Core™ 
プロセッサー・ファミリー

インテル® 
300 

シリーズ

第 8 世代インテル® Core™ 
デスクトップ・プロセッサー・

ファミリーと互換性がある
チップセットはインテル® 
300 シリーズのみです。

1. 出典：Gartner、IDC、IDG、Newzoo、SuperData、企業の報告書

2. 出典：Newzoo 2017 Global Esports Market Report

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。

パフォーマンス実績は、2017 年に実施したテストに基づいており、公開されているすべてのセキュリティー・アップデートが反映されていない可能性があります。

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。

滑らかな
ゲームプレイ

驚異的な
パフォーマンスと応答性

• 初の 6 コアのインテル® Core™ i5 デスクトップ・プロセッサー
• 初の 4 コアのインテル® Core™ i3 デスクトップ・プロセッサー
• 強力な調整機能でプロセッサーとメモリーのパフォーマンスを

最適化

• ゲームプレーヤー向けの多様なパフォーマンス・オプション
• インテル® Core™ ブランドごとにアンロック対応 SKU を用意
• インテル® Optane™ メモリーでゲームの起動時間を短縮

ゲーム市場の概要

最大で 7 億
5,000 万人

有料ゲームの
PC ゲーマー¹

最大で 6 億
2,000 万人

オンラインでの
PC ゲーム視聴者¹

最大で 3 億
8,500 万人
e スポーツの観客²

クライアント・コンピューティング・グループ

人気が高まっている PC ゲームを推進する主要トレンドは、
e スポーツ、ストリーミング、ソーシャル

全世界のゲーム業界市場は約14 億ドル規模¹

http://www.intel.co.jp/benchmarks


バーチャル・リアリティーを実現する第 8 世代
インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
良質な VR 体験に不可欠なプロセッサー・パフォーマンス。
GPU レンダリングにより、バーチャルな世界、オブジェクトとインタラクションを創出します。

別次元のオーディオ
& ビジュアル

フレーム
レートの統一

メガタスク

1.出典：IDC「Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide」、2017 年 10 月
*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。

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。

パフォーマンス実績は、2017 年 10 月に実施したテストに基づいており、公開されているすべてのセキュリティー・アップデートが反映されていない可能性があります。

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。

ハイパフォーマンス CPU が VR 体験に命を吹き込み、
バーチャル・リアリティーをリアルに

インテルがサポートする ESL 
VR チャレンジャーリーグ

2018 年には

180 億ドル規模の市場
になると予想¹

2021 年には

1,590 億ドル規模の
市場になると予想¹

クライアント・コンピューティング・グループ

http://www.intel.co.jp/benchmarks

