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株式会社天空ニュースリリース 

令和元年 7 月 10 日 

 

GPD P2 Max の先行予約販売を本日より開始 

16GB/512GB 仕様モデルを先行特価 78,600 円から 

 

株式会社天空（東京都新宿区、代表取締役：山田 拓郎）は、深セン GPD Technology 社が本年 6 月に発

表した GPD P2 Max を GPD ダイレクトにて、予約販売の受付を開始いたしましたことをご案内いたします。 

 

「GPD P2 Max」は、深セン GPD Technology 社により、2019 年 6 月より米国 Indiegogo でクラウ

ドファンディングを開始、2019 年 9 月に出荷予定です。650g の軽量ながら、8.9 インチの 2K モニタ

ーを搭載、また 16GB メモリー512GB のストレージ、HD WEB カメラを搭載し、さらに CPU の冷却に

液冷システムを採用し、８時間以上の長時間駆動を実現しました。昨今の働き方改革のパソコンとして

も最適な Windows 10 搭載 PC です。 

今回、天空から販売する「GPD P2 Max」は、日本ユーザー向けに、日本語マニュアルや、国内サポート

を付加したパッケージとなります。 またキングソフト株式会社の WPS Office Standard Edition やオ

リジナルケースをバンドルした、プレミアム版も合わせて販売します。 

 

株式会社天空は GPD 社の最も古い代理店として GPD 製品を日本で一番多く販売しており、また GPD 製

品のサポートにおいても年間 500 件以上のサポート・修理を実施しており、GPD 製品を安心してご購入

いただけます。 

 

■GPD P2 Max 日本先行予約パッケージ販売概要 

予約販売製品 :  GPD P2 Max2 （Core m3-8100Y/16GB/512GB） 

受 付 開 始 日 :  2019 年 7 月 10 日(水) 

お申込み方法 :  GPD ダイレクト GPD Pocket2 の予約販売受付ページよりお申込み 

https://www.gpd-direct.jp/p2max 

価 格 :  

通 常 版 ： 78,600 円 (税別)  

プレミアム版：79,999 円（税別） 

※GPD ダイレクト先行予約限定特価 ※送料無料 

        

お 届 け 日 : 2019 年 9 月下旬～発送予定 

※メーカーの生産状況により変動する可能性がございます。 
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※日本国内より配送いたします。 

※先行販売は Core m3-8100Y/16GB/512GB モデルのみです。 

 

 

GPD P2 Max 主な特徴 

・オリジナル設計の軽量薄型ボディ 

・8.9 インチ 2K 10 点マルチタッチ液晶搭載（2560*1600 WQXGA） 340ppi 

・第 8 世代インテル Core m3-8100Y 搭載 

・16GB メモリ・512GB ストレージ搭載 

・長時間バッテリー駆動＆HD カメラ搭載で、働き方改革にも最適（連続駆動 8 時間以上） 

 

カラー ブラック 

OS Windows 10 Home 64bit 日本語（マルチ言語対応） 

プロセッサーとチップセット インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサー 

4MB キャッシュ最大 3.4GHz 

2 コア 4 スレッド 1.1GHz 

グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 615、900MHz (MAX) 

4K サポート 

HDMI 4096×2304 @60Hz 

Direct X 12、OpenGL 4.5 

メモリ 16GB LPDDR3 

ディスプレイ 8.9 インチ、H-IPS 液晶（10 点マルチタッチ対応、ゴリラガラス 4）

16:10 

最大解像度 解像度：2560×1600 （WUXGA） 

HDD 容量 512GBPCIe NVMe M.2 2280 SSD 

ストレージ増設スロット なし 

カメラ 内蔵カメラ（200 万画素）  

インターフェースポート USB A ポート x2, USB Type-C ポート ×1 

音声入出力:3.5mm ヘッドセット&マイクロフォン x1 

Micro HDMI 2.0 x1 



報道資料 

無線 LAN/Bluetooth IEEE802.11 a/ac/b/g/n, 2.4GHz&5GHz 準拠、Bluetooth4.2 

WiDi 互換 Miracast サポート 

MicroSD カード(TF カードスロット) なし 

入力デバイス Chocolate キーボード(QWERTY) 

タッチパッド 3 フィンガーオペレーション 

セキュリティ 指紋認証センサー 

センサー ホールセンサー 

冷却ファン アクティブ冷却方式（液冷パイプ、空冷） 

電源 内蔵リチウムポリマーバッテリ 

バッテリー容量 9200mAh、5V 

電池の種類 リチウムポリマー電池 

スタンバイ時のバッテリー寿命 10～12 時間 

外形寸法 213mm×149.5mm×5.5～1.24mm 

本体質量 650g 

付属品 AC アダプター(Type-C)x1 

説明書（保証書） 

 

 

■会社概要 

商号   ： 株式会社天空 

代表者  ： 代表取締役 山田拓郎 

所在地  ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-20-3 西新宿高木ビル 8F 

設立   ： 2014 年 4 月 

URL  ： http://www.tenku.co.jp/ 

 

■本ニュースリリースに関する問い合わせ先： 

担当：山田 拓郎/電話番号：03-6323-4241/メールアドレス：support@tenku.co.jp 

公式 Twitter：@VANGOOD_TENKU 

 

■報道関係者の皆様へ（取材依頼について） 

当社にて GPD P2 Max の実機サンプル機を所有しています。貸し出し依頼はメールにてお問い合わせくださ

い。 
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よくある質問 

Q1.今回の日本向け「GPD P2 Max」と Indiegogo 版の「GPD P2 Max」に違いはありますか？ 

A1. Indeigogo と同じロットとなり、内容は同じものとなります。 

日本公式予約販売をご利用いただくと日本からの発送、日本語説明書、当社（株式会社天空）による初期不良

の交換対応、予約特典のサービスがついています。 

 

Q2.発送はいつですか？ 

A2. 2019 年 9 月下旬に日本国内より発送予定ですが、GPD 社の製造スケジュールや税関等のスケジュール

により変動する場合がございます。あらかじめご了承下さい。最新状況は Twitter 等を通じて随時アップデー

トしていきます。 

 

Q3.お支払い方法を教えてください。  

A3.PayPal 決済（各種クレジットカード）、もしくは銀行振込がお選びいただけます。 

 

※PayPal をご利用の場合には「ペイパル買い手保護制度」の適用となります。 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/support/buyer-protection       


