ニュースリリース

G-Tune、水冷化を施した NVIDIA® GeForce® GTX680 搭載ゲーミングパソコンを発売！！
～ CPUも同時に水冷化したダブル水冷モデルも！！ ～
2012.07.06

NEXTGEAR シリーズ

MASTERPIECE シリーズ
※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、水冷化を施した NVIDIA® GeForce® GTX680 搭
載ゲーミングパソコンを販売開始します。
高冷却性と快適なメンテナンス性を有しながら、優れたコストパフォーマンスを実現した「NEXTGEAR シリーズ」のグラフィックス水冷化モデルとして、インテル® Core™ i7-3770K プロセッサ
ー、デュアルチャネル 16GBメモリ（PC3-12800）、1TBハードディスク（7200rpm）、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® Z77 Expressチップセット、水冷化を施した NVIDIA® GeForce®
GTX680、80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット をプリインストールした

「NEXTGEAR i620PA3-VL」が 14万9,940円。インテル® Core™ i7-3820

プロセッサー、クアッドチャネル 16GBメモリ（PC3-12800）、1TBハードディスク（7200rpm）、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® X79 Expressチップセット、水冷化を施した NVIDIA®
GeForce® GTX680、80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット をプリインストールした

「NEXTGEAR i830GA3-VL」が 15万9,600円となります。

CPU とグラフィックスの両方に対して水冷化を施した「MASTERPIECE シリーズ」のダブル水冷モデルとして、水冷化を施したインテル® Core™ i7-3770K プロセッサー、デュアルチャネル
16GBメモリ（PC3-12800）、1TBハードディスク（7200rpm）、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® Z77 Expressチップセット、水冷化を施した NVIDIA® GeForce® GTX680、80PLUS GOLD
認定取得 700W 電源、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット をプリインストールした

「MASTERPIECE i1420GA2-CVL-P」が 18万9,840円。水冷化を施したインテル® Core™ i7-3820 プ

ロセッサー、クアッドチャネル 16GBメモリ（PC3-12800）、2TBハードディスク（7200rpm）、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® X79 Expressチップセット、水冷化を施した NVIDIA®
GeForce® GTX680、80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源、Windows® 7 Professional with SP1 64ビット をプリインストールした

「MASTERPIECE i1550SA4-CVL-P」が 19万9,500円となりま

す。
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、CPU、メモリ容量、SSD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 2012年 7月 6日 15時より G-Tune ホームページ、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、G-Tuneショッ
プ）、電話通販窓口にて行います。
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
NEXTGEAR シリーズ
製品名

NEXTGEAR
i620PA3VL
NEXTGEAR
i830GA3VL

プロセッサー

メモリ

インテル® Core™ i7-

16GB デュアルチャネル

インテル® Z77

3770K プロセッサー

DDR3 PC3-12800

Express チップセット

MASTERPIECE
i1420GA2CVL-P
MASTERPIECE
i1550SA4CVL-P

ハードディスク

光学ドライブ

グラフィックス

OS

価格
14万9,940
円（税込）

1TB シリアルATAIII ハード

DVDスーパーマ

【水冷】NVIDIA® GeForce®

Windows® 7 Home

ディスク (7200rpm)

ルチドライブ

GTX680 (ビデオメモリ 2GB x2)

Premium with SP1 64ビット

インテル® Core™ i7-

16GB クアッドチャネル

インテル® X79

15万9,600

3820 プロセッサー

DDR3 PC3-12800

Expressチップセット

円（税込）

MASTERPIECE シリーズ
製品名

チップセット

プロセッサー

メモリ

【水冷】インテル® Core™

16GB デュアルチャネル

i7-3770K プロセッサー

DDR3 PC3-12800

チップセット
インテル® Z77
Express チップセッ
ト

ハードディスク

OS

インテル® X79

2TB シリアルATAIII ハー

i7-3820 プロセッサー

DDR3 PC3-12800

Expressチップセット

ドディスク (7200rpm)

価格
18万9,840

ドディスク (7200rpm)

16GB クアッドチャネル

水冷モデル 販売ページ

グラフィックス

1TB シリアルATAIII ハー

【水冷】インテル® Core™

G-Tune ホームページ

光学ドライブ
DVDスーパー

【水冷】NVIDIA® GeForce®

マルチドライブ

GTX680 (ビデオメモリ 2GB x2)

Windows® 7

円（税込）

Professional with SP1
64ビット

19万9,500
円（税込）

NEXTGEAR シリーズ 特長ページ
NEXTGEAR シリーズ 特長ページ

新商品の特長
グラフィックスの水冷化により、高冷却を実現
通常のリファフレンス空冷クーラーを採用したNVIDIA® GeForce® GTX680に対して、約10℃程の冷却効果向上を実現。NVIDIA® GeForce® GTX680は空冷環境でも発熱量の低いグラフィ
ックスですが、水冷化を行うことで更なる安定稼働を実現します。

測定環境
ツール：FurMark1.9.1 : BURN-IN test / Anti-aliasing:MAX、Dynamic background、Burn-in
共通環境：インテル® Core™ i7-3960X プロセッサー、インテル® X79 Express チップセット、NEXTGEAR シリーズ、室温26度

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 USB2.0 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、無線マウスやキーボード、MP3プレイヤーなどの周辺機器の
充電が可能です。※フロント USB2.0 ポートのみ常時給電対応です。

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
NEXTGEAR シリーズ

製品型番

MASTERPIECE i1550SA4-SP

OS
プロセッサー
メインメモリ

Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット
インテル® Core™ i7-3770K プロセッサー

インテル® Core™ i7-3820 プロセッサー

(4コア/3.50GHz/TB時最大3.90GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

(4コア/3.60GHz/TB時最大3.80GHz/10MBキャッシュ/HT対応)

16GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800 (4GBx4 / 最大32GB)

16GB クアッドチャネル DDR3 PC3-12800 (4GBx4 / 最大64GB)

ハードディスク
チップセット

1TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm)
インテル® Z77 Express チップセット

グラフィックス
光学ドライブ

3.5インチドライブ

NEXTGEAR i830GA3-VL

インテル® X79 Express チップセット

【水冷】NVIDIA® GeForce® GTX680 (ビデオメモリ 2GB) x2
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)
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,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、xDピクチャーカード］

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

電源

700W

ディスプレイ

オプション

内部拡張スロット
拡張ベイ

PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロットx4（空きx3 ※）、PCI スロ

PCI Express x16スロットx3（空きx2）、PCI Express x8スロットx2（空きx1 ※）、PCI

ットx2（空きx2）

Express x1スロットx1（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ｘ1）、3.5インチシャドウベイｘ4（空きｘ3）
■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 2 (背面x2) ●USB2.0 ポートx8

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x8 (前

(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

面x2/背面x6) ●USB3.0ポートx4 (前面x2/背面x2) ●DVIポートx2 (背面) ●サウンド

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

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

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 x2 (コア

ートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN (背面x1)

キシャル/ 背面x1、角型/ 背面x1) ●LANポート x1 10/100/1000Mbps ギガビットLAN
(背面x1)

サイズ

190(幅) x 543(奥行き) x 450(高さ) mm

保証

1年間無償保証

価格

MASTERPIECE シリーズ
製品型番

14万9,940円（税込）

15万9,600円（税込）

MASTERPIECE i1420GA2-CVL-P

MASTERPIECE i1550SA4-CVL-P

MASTERPIECE i1420GA2-CVL-P

製品型番
OS

MASTERPIECE i1550SA4-CVL-P
Windows® 7 Professional with SP1 64ビット

【水冷】インテル® Core™ i7-3770K プロセッサー

【水冷】インテル® Core™ i7-3820 プロセッサー

(4コア/3.50GHz/TB時最大3.90GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

(4コア/3.60GHz/TB時最大3.80GHz/10MBキャッシュ/HT対応)

メインメモリ

16GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800 (4GBx4 / 最大32GB)

16GB クアッドチャネル DDR3 PC3-12800 (4GBx4 / 最大64GB)

ハードディスク

1TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm)

2TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm)

チップセット

インテル® Z77 Express チップセット

インテル® X79 Express チップセット

プロセッサー

グラフィックス

【水冷】NVIDIA® GeForce® GTX680 (ビデオメモリ 2GB) x2
DVDスーパーマルチドライブ

光学ドライブ

(DVD-R DLx12/DVD-RWx13/DVD+R DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx40/CD-ROMx48/DVD-ROMx22)
マルチカードリーダー

3.5インチドライブ

［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

700W

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x4（空きx3 ※）、PCI スロ

PCI Express x16スロットx3（空きx2）、PCI Express x8スロットx2（空きx1 ※）、PCI

ットx2（空きx2）

Express x1スロットx1（空きx1）

拡張ベイ

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ｘ4（空きｘ3）、2.5インチシャドウベイｘ2（空きｘ2）
■付属ハードウェア：Microsoft® SideWinder X3（USB 接続）、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 2 (背面x2) ●USB2.0 ポートx8

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x8 (前

(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

面x2/背面x6) ●USB3.0ポートx4 (前面x2/背面x2) ●DVIポートx2 (背面) ●サウンド

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

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

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 x2 (コア

ポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN (背面x1)

キシャル/ 背面x1、角型/ 背面x1) ●LANポート x1 10/100/1000Mbps ギガビットLAN
(背面x1)

サイズ

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）

※ グラフィックスボードによりスロットが占有されます。

※ 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。

19万9,500円（税込）

※ 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。

