
NEXTGEAR i830 シリーズ MASTERPIECE i1550 シリーズ

ニュースリリース

G-Tune、大容量 64GB メモリ搭載ゲームパソコンを発売！！

～ 8DIMM メモリスロット搭載 X79 Express チップセット マザーボードを採用！！ ～

2012.02.27

※画面はイメージです。ディスプレイ、スピーカー、コントローラーはオプションです。
 

付属するマウス・キーボードは画像とは異なります。

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」より、大容量 64GB ものメモリを搭載したゲームパソコ

ンを販売開始します。

最新CPUとハイスペックグラフィックスを搭載しつつも優れたコストパフォーマンスを実現する「NEXTGEAR i830 シリーズ」の大容量メモリ搭載モデルとして、インテル® Core™ i7-3820 プロ

セッサー、大容量クアッドチャネル 64GB 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® GTX580、80PLUS GOLD認定取得 700W 電源、Windows®

7 Professional with SP1 64ビット 正規版 をプリインストールした「NEXTGEAR i830GA1-SP」が 18万9,840円となります。

ヘアライン加工を施した高級感溢れる精悍なフロントパネルが特徴的な G-Tune の傑作「MASTERPIECE i1550 シリーズ」の大容量メモリ搭載モデルとして、インテル® Core™ i7-3820 プロ

セッサー、大容量クアッドチャネル 64GB 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® GTX580 を 2枚搭載した SLI 構成、80PLUS 認定取得

1200W 電源、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット 正規版 をプリインストールした「MASTERPIECE i1550GA1-SP」が27万9,930円となります。

販売開始は2012年2月27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します。

https://www-test.mouse-jp.co.jp/
https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2012/images/0227-gtune01-l.jpg
https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2012/images/0227-gtune02-l.jpg


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 光学ドライブ グラフィックス OS 価格

NEXTGEAR

i830GA1-SP インテル® Core™ i7-

3820 プロセッサー

64GB DDR3

PC3-10600

インテル® X79

Expressチップセット

1TB シリアル

ATAIII (7200rpm)

DVDスーパーマ

ルチドライブ

NVIDIA® GeForce® GTX580 (ビデオメ

モリ 1536MB) Windows® 7 Professional with

SP1 64ビット 正規版

18万9,840

円（税込）

MASTERPIECE

i1550GA1-SP

【SLI】NVIDIA® GeForce® GTX580 (ビ

デオメモリ 1536MB) x2

27万9,930

円（税込）

G-Tuneホームページ

NEXTGEAR i830 シリーズ 販売ページ

MASTERPIECE i1550 シリーズ 販売ページ

新製品の特長

常時給電対応のフロント USB ポートを搭載

今回発売する製品全てが、常時給電対応のフロント USB ポートを搭載しています。パソコンをシャットダウンした状態でも、スマートフォンやMP3プレイヤーなどの周辺機器の充電が可能

です。

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。）

新製品の詳細スペック

製品型番 NEXTGEAR i830GA1-SP MASTERPIECE i1550GA1-SP

OS Windows® 7 Professional with SP1 64ビット 正規版

プロセッサー インテル® Core™ i7-3820 プロセッサー (4コア/3.60GHz/TB時最大3.80GHz/10MBキャッシュ/HT対応)

チップセット インテル® X79 Expressチップセット

メインメモリ 64GB DDR3 PC3-10600 (8GBx8 / 最大64GB)

ハードディスク 1TB シリアルATAIII (7200rpm)

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)

http://www.g-tune.jp/
http://www.g-tune.jp/desktop/standard_model_corei7/
http://www.g-tune.jp/desktop/ultimate_edition/


製品型番 NEXTGEAR i830GA1-SP MASTERPIECE i1550GA1-SP

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］

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX580 (ビデオメモリ 1536MB) 【SLI】NVIDIA® GeForce® GTX580 (ビデオメモリ 1536MB) x2

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

電源 700W 1200W

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x3（空きx2）、PCI Express x1スロットx4（空きx3 ※1） PCI Express x16スロットx3（空きx1）、PCI Express x1スロットx4（空きx2 ※1）

拡張ベイ
5インチベイx3（空きx2）、3.5インチオープンベイｘ2（空きｘ1）、3.5インチシャドウベイｘ

2（空きｘ1）

5インチベイx2（空きx1）、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ｘ

4（空きｘ3）、2.5インチシャドウベイｘ2（空きｘ2）

その他

■付属ハードウェア：USB光学式スクロールマウス、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)（USB接続）

■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x8 (前面x2/背面x6) ●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) ●光デジタルオーディオ出力端子x1 (角型/ 背面×1) ●デジタルオーディオ出力端子x1 (コアキシャル/ 背

面×1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN (背面x1)

サイズ 190(幅) x 495(奥行き) x 435(高さ) mm 219(幅) x 471(奥行き) x 499(高さ) mm

保証 1年間無償保証

価格 18万9,840円（税込） 27万9,930円（税込）

※ グラフィックスボードにより1スロット占有されます。

※ 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。

http://www.mcj.jp/

