ニュースリリース
G-Tune、ノートパソコン向け最上位CPU「インテル® Core™ i7-920XM プロセッサー エクストリーム･エディション」と
SSD・HDDを同時に搭載したツインドライブ仕様のウルトラハイエンドノートパソコンを販売！！
～ 17.3型FullHD液晶とNVIDIA® GeForce® GTX285Mで超美麗なゲーム環境を実現 ～
2010.03.18

「NEXTGEAR-NOTE i910シリーズ」
株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都）は、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」にノートパソコン向け最上位CPU「インテル® Core™ i7920XM プロセッサー エクストリーム･エディション」と、SSD・HDDを同時に搭載可能なツインドライブ仕様のウルトラハイエンドノートパソコンを発売致します。
ノートパソコンでありながらSSDとHDDを同時に搭載することで、ボトルネックとなりがちだったデータの読み書き速度の向上と、ゆとりのある保存領域を両立し、ハイスペックパソコンの本来
の性能を余すことなく発揮することをコンセプトとした「NEXTGEAR-NOTE i910シリーズ」のエントリーモデルとして、インテル® Core™ i7-720QM 、高速データ転送が魅力のデュアルチャネル
4GBメモリ、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce®GTX285M、17.3型FullHD（1920 x 1080）液晶、インテル® Centrino® Advanced-N 6200（無線LAN）、64bit版
Windows®7 HomePremiumがプリインストール済みの
が20万9,790円。「NEXTGEAR-NOTE i910BA1」をベースに、インテル® Core™ i7-820QM、大容量8GBメ
モリ、性能に定評のあるインテル® X25-M 80GB SSD、500GB HDD、64bit版Windows®7 Professionalがプリインストール済みの
が28万9,800円。フラグシップ
モデルとして、ノートパソコン向け最上位CPUインテル® Core™ i7-920XM プロセッサー エクストリーム･エディション、大容量8GBメモリ、インテル® X25-M 160GB SSD、500GB HDD、ブルー
レイディスクドライブ、NVIDIA® GeForce®GTX285M、17.3型FullHD（1920 x 1080）液晶、インテル® Centrino® Advanced-N 6200（無線LAN）、64bit版Windows®7 Professionalがプリインスト
ール済みの
が36万9,600円となります。

「NEXTGEAR-NOTE i910BA1」

「NEXTGEAR-NOTE i910SA1」

「NEXTGEAR-NOTE i910GA1」

今回発表する新製品は、BTO/カスタムオーダーメイドに対応しており、SSD容量、HDD容量、マウスなど各種デバイスのカスタマイズ、ホビーにもゲームにも最適な高解像度対応液晶ディス
プレイの同時購入などが可能です。また、安心のサポートとして1年間の無償センドバック修理サポートと、24時間の電話相談サポートが標準で付属します。さらに充実の3年間保証サービ
スもお求めやすい価格で選択頂くことも可能です。

販売開始は3月18日午後3時よりG-Tuneホームページ、電話通販窓口、各マウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garage（マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップ2F、GTuneショップ）等で順次行います。
今後もG-Tuneでは、常に最新・最高のパフォーマンスを発揮する製品を投入し、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けます。

■ 新製品の主なスペック
製品名

CPU

メモリ

NEXTGEARNOTE
i910BA1

インテル® Core™
i7-720QM

DDR3 4GB
PC3-10600

NEXTGEARNOTE
i910SA1

インテル® Core™
i7-820QM

NEXTGEARNOTE
i910GA1

インテル® Core™
i7-920XM

チップセット

SSD/HDD

ドライブ

グラフィック

シリアルATAⅡ500GB
DVDスーパーマル
チドライブ
モバイル インテル® PM55
Expressチップセット

インテル® X25-M 80GB + シリア
ルATAⅡ500GB

DDR3 8GB
PC3-10600
インテル® X25-M 160GB + シリ
アルATAⅡ500GB

NVIDIA®
GeForce®GTX285M（ビデオメモ
リ1GB）

ブルーレイディス
クドライブ

OS

価格

Windows®7 Home
Premium (64bit)

20万9,790
円(税込)

28万9,800
円(税込)
Windows®7
Professional (64bit)
36万9,600
円(税込)

■ 新製品概要
ノートパソコン向け最上位CPU インテル® Core™ i7-920XM プロセッサー エクストリーム･エディションを搭載可能

インテル® ハイパースレッティング テクノロジーにより8スレッドの動作を実現し、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーにより自動的にオーバークロックされ周波数の向上が行われるノー
トパソコン向け最新CPUとなる、インテル® Core™ i7プロセッサーを採用。動画や音楽のエンコード作業やマルチタスク対応ゲームにその真価を発揮し、快適なコンピューティングを実現しま
す。さらに最上位モデルではインテル® Core™ i7-920XM プロセッサー エクストリーム･エディションを搭載し、他の追随を許さない圧倒的なパフォーマンスを実現します。

17.3 型、FullHD 液晶とNVIDIA® GeForce®GTX285Mを搭載した究極のゲーム環境

17.3 型、光沢パネルの大画面液晶を搭載。FullHD ( 1920 × 1080 ) の高い解像度に対応し、超美麗なゲーム映像やビデオ映
像を楽しむことが出来ます。また、FullHDの解像度を最大限に生かすことができるNVIDIA® GeForce® GTX285M を搭載。圧倒
的な3D映像表現や、NVIDIA® PhysX™ テクノロジーによる物理演算、NVIDIA® PureVideo® HD テクノロジーによる高精細な映
像処理、NVIDIA® CUDA™ テクノロジーによるマルチメディア用途への劇的な処理速度向上を実現します。

直線を多用したソリッドなデザインが特長的なスタイリッシュ筐体を採用

天板やキーボード面はブラックカラーが映えるマットな質感の仕上がりとなっており、静かな佇まいの中にも、質実剛健な印象を
与えます。さらに側面や液晶下部等、各所にはアクセントにシルバーのラインが施され、無骨になりやすいオールブラック筐体に
おいて華やかなビジュアルをさりげなく演出しています。

セパレートタイプキーボードを採用

スタイリッシュなデザインのセパレートタイプキーボードを採用。キーとキーの間隔が離れていることから、タイプミスが少ない、長
いツメでも引っかかりにくい、たわみが少ない、ゴミやほこりがたまりにくいなどのメリットがあります。さらに、デスクトップ同等の
キーサイズを確保したテンキーの標準装備により、エクセルなどの表計算ソフトやアクセスなどのデータベースソフトなど数値入
力等はもちろん、テンキーでの操作が可能なゲームタイトルにおいても効果を発揮します。

ウルトラハイエンドノートパソコンにふさわしく、4つの スピーカーを内蔵

4 スピーカーを内蔵することで、ゲームや映画などを、より一層臨場感あふれる音で再現します。また、筐体底面に配置されたサ
ブウーファーによって低音が充実し、ノートパソコンとは思えない奥行き感のある音を楽しめます。さらに 3D ステレオサウンドシ
ステム採用により、広がりのあるステレオ空間の実現が可能。5.1ch の外付けスピーカーにも対応し、ノートパソコン でありなが
ら、デスクトップパソコン並みの音響環境を実現できます。

24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート

Gご購入から1年間の間、無償修理保証と24時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客様のゲーミングライフ、パソコンのある生活をG-Tuneは万全な体制でバ
ックアップします。
（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

■ 新製品の詳細なスペック

NEXTGEAR-NOTE i910BA1

NEXTGEAR-NOTE i910SA1

Windows®7 Home Premium (64bit)

Windows®7 Professional (64bit)

CPU

インテル® Core™ i7-720QM プロセッサー (6MB L2キャッシ
ュ/1.60GHz)

インテル® Core™ i7-820QM プロセッサー (8MB L2キャッシ
ュ/1.73GHz)

チップセット

モバイル インテル® PM55 Expressチップセット

メインメモリ

デュアルチャネルDDR3 4GB PC3-10600(2GBx2)

デュアルチャネルDDR3 8GB PC3-10600(4GBx2)

HDD/SSD

シリアルATAⅡ500GB

インテル® X25-M 80GB + シリアルATAⅡ500GB

ドライブ

DVD±R 2層書き込み対応最大8倍速DVDスーパーマルチドライブ
(DVD±R 2層書込みx4/DVD±Rx8倍速/DVD+RWx8倍速/ DVD-RWx6倍速/DVD-RAMx5倍速/CD-Rx24倍速/CD-RWx24倍
速/DVD-ROMx8倍速/CD-ROMx24倍速/ライティングソフト、DVD再生ソフト付属)

カードスロット

マルチカードリーダー
(対応メディア：MMC/RSMMC/SD/Mini SD/MS/MS Pro/MS Duo)

グラフィック

NVIDIA® GeForce®GTX285M（ビデオメモリ1GB）

サウンド

ハイ・ディフィニション・オーディオ

無線LAN

インテル® Centrino® Advanced-N 6200 (IEEE 802.11a/11b/11g/11n 対応)

WEBカメラ

200 万画素WEB カメラ

ディスプレイ

17.3型ワイド光沢液晶ディスプレイ（FullHD 1920x1080 ドット 表示対応）

サポートOS

Windows®7 (64bit)

保証

1年間無償保証

製品型番
(プリインストールOS)

NEXTGEAR-NOTE i910GA1
インテル® Core™ i7-920XM プロセッサー (8MB L2キャッシ
ュ/2.00GHz)

インテル® X25-M 160GB + シリアルATAⅡ500GB
ブルーレイドライブ（スーパーマルチ機能付き）
(BD-ROMx4倍速/DVD±R 2層書込みx4倍速/DVD±Rx8倍
速/DVD+RWx8倍速/ DVD-RWx6倍速/DVD-RAMx5倍
速/CD-Rx24倍速/CD-RWx24倍速/DVD-ROMx8倍速/CDROMx24倍速/ライティングソフト、BD/DVD再生ソフト付属)

10key付き日本語キーボード、Microsoft® Side winder X3、Zowie Gear N-RF1
その他

■I/O ポート：●USB2.0 ポートx4●ディスプレイ(DVI)出力ポートx1●HDMI 出力ポートx1●サウンド ヘッドフォンx1、マイクインx1●SPDIF 出力 x1 ●Line-in x1 ●LAN ポートx1
10/100/1000Mbps ギガビット LAN ●Express カードスロット34/54x1●eSATA ポートx1●IEEE1394x1

バッテリー

内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V （ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力20V DC 120W）

バッテリー駆動時間

約1時間

サイズ

412(幅) x 279(奥行き) x 39～48(高さ) mm

重量

約3.87ｋg

価格

20万9,790円（税込）

28万9,800円（税込）

36万9,600円（税込）

【G-Tuneホームページ】
http://www.g-tune.jp/

