ニュースリリース
G-Tune、Windows® 対応恋愛コミュニケーションゲーム「ソニコミ」の推奨パソコンを発売！！
～ 環境設定を高負荷にしても快適なゲームプレイができる!! ～
2011.11.22

NEXTGEAR-MICRO im500BA7-SC

NEXTGEAR-NOTE i750BA1-SC
※画面はイメージです。

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、株式会社ニトロプラス（代表取締役社長：小坂 崇
氣、本社：東京都）が11月25日に発売する Windows® 対応恋愛コミュニケーションゲームソフト「ソニコミ」の推奨パソコンを発売します。
環境設定を高負荷にしても快適なゲームプレイができる「ソニコミ」推奨パソコンとして、インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー、8GBメモリ、1TBハードディスク（7200rpm）、DVDスーパーマ
ルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX550Ti、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版がインストールされた

「NEXTGEAR-MICRO im500BA7-SC」が6万9,930円。同じく「ソニコ

ミ」推奨ノートパソコンとして、インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー、4GBメモリ、500GBハードディスク（5400rpm）、DVDスーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX560M、15.6型
フルHD光沢液晶ディスプレイ、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版がインストールされた

「NEXTGEAR-NOTE i750BA1-SC」が9万9,750円となります。

今回発売する製品はBTO/カスタムオーダーメイドに対応しており、メモリ容量、ハードディスク容量、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2011年11月22日15時よりG-Tuneホームページ、各マウスコンピューターダイレクトショップ、電話通販窓口にて販売を開始致します。

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

プロセッサー

メモリ

チップセット

ハードディスク

NEXTGEARMICRO
im500BA7SC

インテル® Core™ i5-2400
プロセッサー

8GB DDR3
PC3-10600

インテル® H61 Express
チップセット

1TB シリアルATAII
(7200rpm)

NEXTGEARNOTE
i750BA1-SC

インテル® Core™ i72670QM プロセッサー

光学ドライブ

グラフィックス
NVIDIA® GeForce® GTX550 Ti
(ビデオメモリ 1GB)

DVDスーパーマ
ルチドライブ
4GB DDR3
PC3-10600

インテル® HM65
Express チップセット

OS

500GB シリアル
ATA (5400rpm)

価格
6万9,930円
（税込）

Windows® 7 Home Premium with
SP1 64ビット 正規版
NVIDIA® GeForce® GTX560M (ビ
デオメモリ 1536MB)

9万9,750円
（税込）

G-Tuneホームページ
「ソニコミ」推奨パソコン 販売ページ
「ソニコミ」公式サイト
「すーぱーそに子」公式サイト
©Nitroplus

新製品概要
環境設定を高負荷な設定にしても快適なゲームプレイができる！
「ソニコミ」を構成する3つゲーム要素である「恋愛AVG」、「タレント育成SLG（着せ替え）」、「撮影ACT」の内、最も3Dグラフィック描写機能を要する「撮影ACT」において、環境設定を高負荷
に設定しても快適なゲームプレイが可能です。

セレクタブルOSメディアを添付し、必要に応じて32ビット、64ビットを選択可能
セレクタブルOSメディアが添付されており、OS の再インストールを行う際※1に、必要に応じて32ビット、64ビット をご選択可能です。
これにより、特定のビット 数でしか動作しないアプリケーションもご安心してお使いいただけます。※2
※1 32 ビット/64 ビットの入れ替えは、全て新規インストールとなります。
※2 OS やハードウェアの違いにより動作しない場合があります。

24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート
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。）

製品詳細
デスクトップパソコン
製品型番

NEXTGEAR-MICRO im500BA7-SC

OS

Windows®7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版

プロセッサー

インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー
(クアッドコア/3.10GHz/TB時最大3.40GHz/6MB スマートキャッシュ)

チップセット

インテル® H61 Express チップセット

メインメモリ

8GB DDR3 PC3-10600 (4GBx2/最大8GB)

ハードディスク

1TB シリアルATAII (7200rpm)

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX550 Ti (ビデオメモリ 1GB)

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ
(DVD-R DLx12/DVD-RWx13/DVD+R DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx40/CD-ROMx48/DVD-ROMx22)

3.5インチドライブ

マルチカードリーダー
［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2) 含む)、マルチメディアカード(RS,Plus,mobile 含む)、xDピク
チャーカード、スマートメディアカード、コンパクトフラッシュ(Type I/II)、マイクロドライブ］

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

電源

500W

ディスプレイ

オプション

内部拡張スロット

PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロットx3（空きx2 ※）

拡張ベイ

5インチベイx1（空きx0）、3.5インチオープンベイｘ1（空きｘ0）、3.5インチシャドウベイｘ2（空きｘ1）、2.5インチシャドウベイx1(空きx1）
■付属ハードウェア：G-Tuneオリジナル「Accurate Keyboard」(ブラック、最大11キーロールオーバー対応)、光学式オリジナルマウス（USB接続）

その他

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4) ●USB3.0ポートx2(背面x2) ●DVIポートx2(背面) ●サウンド マイク/ヘッドフ
ォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインｘ1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

サイズ

196(幅) x 430(奥行き) x 417(高さ) mm

保証

1年間無償保証

価格

6万9,930円（税込）

※ グラフィックスカードにより１スロット占有されます。

ノートパソコン

製品型番

NEXTGEAR-NOTE i750BA1-SC

OS

Windows®7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版

プロセッサー

インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (クアッドコア/2.20GHz/TB時最大3.10GHz/6MB スマートキャッシュ/HT対応)

チップセット

インテル® HM65 Express チップセット

製品型番

NEXTGEAR-NOTE i750BA1-SC

メインメモリ

4GB DDR3 PC3-10600 (4GBx1)

ハードディスク

500GB シリアルATA (5400rpm)

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX560M (ビデオメモリ 1536MB)

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ
(DVD±R DL x4/DVD±R x8/DVD+RW x8/ DVD-RW x6/DVD-RAM x5/CD-R x24/CD-RW x24/DVD-ROM x8/CD-ROM x24)

メモリーカードリーダー

マルチカードリーダー
［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo 含む)、マルチメディアカード］

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

WEBカメラ

200万画素

無線LAN

IEEE802.11 b/g/n 対応

Bluetooth®

Bluetooth® V3.0 + HS 準拠モジュール

ディスプレイ

15.6型 フルHD光沢液晶ディスプレイ (1920x1080 ドット表示対応)
テンキー付日本語キーボード、タッチパッド

その他

※
※
※
※
※

■I/O ポート：●USB3.0 ポートx2 ●USB2.0 ポートx2 ●ディスプレイ(DVI-I)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 ●ラ
インイン x1 ●LAN ポートx1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN ●E-SATAポート x1(※USB2.0ポートと共用) ●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19V DC 180W）

バッテリー駆動時間

約3時間

サイズ

374(幅) x 264.5(奥行き) x44(高さ) mm

重量

約3.17kg

保証

1年間無償保証

価格

9万9,750円（税込）

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。
画像はイメージです。

