ニュースリリース

G-Tune、オンラインチーム対戦アクションRPG「イクシオン サーガ」の推奨パソコンを
5万円台から発売！！
～ ゲーム内防具セットをはじめとした豪華特典が付属する！！ ～
2012.11.15

NEXTGEAR-MICRO シリーズ

NEXTGEAR シリーズ

NEXTGEAR-NOTE i300 シリーズ
※画面はイメージです。デスクトップパソコンのディスプレイはオプションです。

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」より、株式会社カプコンが運営するオンラインチーム対
戦アクション RPG「イクシオン サーガ」の推奨パソコンを発売します。
microATXタイプのマザーボードを採用し設置性に優れる「NEXTGEAR-MICRO」シリーズとして、インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー、4GBメモリ（PC3-12800）、500GB ハードディスク
（7200rpm）、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® B75 Express チップセット、NVIDIA® GeForce® GTX650、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット をプリインストールした

「NEXTGEAR-MICRO im520BA7-W8-IS」が 5万9,850円。「NEXTGEAR-MICRO im520BA8-W7-IS」をベースに、インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー、NVIDIA® GeForce® GTX660 を搭載
した「NEXTGEAR-MICRO im520GA7-W7-IS」が 7万9,800円となります。
G-Tune のフラグシップシリーズ「MASTERPIECE」の設計思想を受け継いだ高冷却性と、優れたコストパフォーマンスを両立した「NEXTGEAR シリーズ」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）、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® Z77 Expressチップセット、NVIDIA® GeForce® GTX670、
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 i620GA6-W7-IS」が 11万9,700円となります。

モバイルサイズでありながら、NVIDIA® GeForce® GT650M/2GB を搭載した 11.6型 HD光沢液晶ディスプレイ採用ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i300 シリーズ」として、イン
テル® Core™ i7-3630QM プロセッサー、デュアルチャネル 8GBメモリ、500GB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GT650M/2GB、IEEE802.11 b/g/n 対応無線LAN、Bluetooth®

「NEXTGEAR-NOTE i300SA6-W7-IS」が 7万9,800円。

V4.0 + LE 準拠モジュール、Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット をプリインストールした
※ 「イクシオン サーガ」は WOW64 での動作となります。

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。
受注開始は 2012年 11月 15日 14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
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G-Tune ホームページ
「イクシオン サーガ」推奨パソコン 販売ページ

「イクシオン サーガ」について
超人的な力を与えられた「ハイペリオン」のプレイヤーが、剣・銃・魔法のせめぎあう独自の世界で傭兵として戦闘を繰り広げる、オンラインチーム対戦アクション RPG です。本作は国内オ
ンラインゲーム市場において 240万以上のハンター（キャラクター）数を突破しているオンラインゲーム、『モンスターハンター フロンティア オンライン』の開発・運営を手掛けるカプコンが贈る、
完全オリジナルの新作オンラインゲームです。これまで蓄積されたオンラインゲームの開発技術や運営のノウハウを活かし、オンラインゲームの新たなスタンダード構築に挑戦します。

COG：「イクシオン サーガ」公式ビギナーサイト
ハンゲーム：「イクシオン サーガ」公式ビギナーサイト
COG：「イクシオン サーガ」公式メンバーサイト
ハンゲーム：「イクシオン サーガ」公式メンバーサイト

特典内容 豪華ゲーム内アイテム2種が標準で付属！

< ナイトオブアーテルシリーズ >

各部位の追加効果
ナイトオブアーテルヘルム

スキル再使用短縮II

スキルの再使用時間が 15％ 短縮される。

ナイトオブアーテルメイル

HP増加II

最大HPの上限が 15％ 上昇する。

ナイトオブアーテルコート

AP増加II

最大APの上限が 15％ 上昇する。

楯衝撃ダッシュ時間延長II

楯衝撃のダッシュ時間が 2秒延長される。

バニシングノヴァ対物威力上昇II

バニシングノヴァのオブジェクトに対するダメージ量が 50％ 上昇する。

スパイクウォール耐久値上昇II

スパイクウォールの耐久値が 50％ 上昇する。

スタミナ増加II

最大スタミナの上限が 15％ 上昇する。

ナイトオブアーテルアーム

ナイトオブアーテルレッグ

4部位以上装備時のセット効果
ジン吸収速度上昇II
アルマギア消耗低減（全）II

ジンの吸収速度が 20％ 上昇する。
装備している全てのアルマギアが戦闘後に減る耐久値の量を 20％ 減少させる。

< 傭兵支援セット >

傭兵支援セット個数・効果
HP回復薬（大）ｘ100個

HPを少量回復します。

AP回復薬（大）ｘ100個

APを少量回復します。

貫通弾ｘ1,000個

ライフル用の特殊弾です。

攻撃力上昇薬ｘ10個

攻撃力を上昇させるアイテムです。

リアクター・チャージャーｘ30個

武具の修理可能回数を回復します。

※ ナイトオブアーテルシリーズの内どの部位でも 4部位以上装備すると効果が発動します。
※ イベントコードの入力は、正式サービス開始以降を予定しております。
※ 正式サービス開始の時期は未定となっております。後日、「イクシオン サーガ」公式メンバーサイトにてお知らせいたします。
©CAPCOM CO., LTD. 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

新製品の詳細スペック
NEXTGEAR-MICRO シリーズ / NEXTGEAR シリーズ
製品型番

NEXTGEAR-MICRO im520BA8-W7-IS

NEXTGEAR-MICRO im520GA7-W7-IS

OS

プロセッサー

グラフィックス

NEXTGEAR i620GA6-W7-IS

Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット
インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー
(4コア/3.20GHz/TB時最大3.60GHz/6MBキャッシュ)
NVIDIA® GeForce® GTX650 (ビデオメモリ 1GB)

インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー

インテル® Core™ i7-3770K プロセッサー

(4コア/3.40GHz/TB時最大3.90GHz/8MB スマートキャッシ

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

ュ/HT対応)

応)

NVIDIA® GeForce® GTX660 (ビデオメモリ 2GB)

NVIDIA® GeForce® GTX670 (ビデオメモリ 2GB)
16GB DDR3 PC3-12800 (8GBx2 / デュアルチャネル)/ 最

メインメモリ

4GB DDR3 PC3-12800 (4GBx1)/ 最大16GB (8GBx2)

ハードディスク

500GB シリアルATAIII (7200rpm)

2TB シリアルATAIII (7200rpm)

チップセット

インテル® B75 Express チップセット

インテル® Z77 Express チップセット

光学ドライブ

カードリーダー

大32GB (8GBx4)

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

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

［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC,microSD 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

む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2) 含む)、

I/II)、マイクロドライブ］

マルチメディアカード、xDピクチャーカード］

製品型番

NEXTGEAR-MICRO im520BA8-W7-IS

NEXTGEAR-MICRO im520GA7-W7-IS

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

拡張スロット

拡張ストレージベイ

NEXTGEAR i620GA6-W7-IS

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

PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロッ
トx4（空きx3 ※）、PCI Express スロットx2（空きx2）

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ｘ3（空きｘ2）、2.5インチシャドウベイ

5インチベイx2（空きx1）、3.5インチオープンベイｘ1（空きｘ

x1(空きx1）

1）、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、PS/2日本語キーボード

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

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1 (背

■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

面x1) ●USB2.0ポートx8 (前面x2/背面x6) ●USB3.0ポート

面x1) ●USB2.0ポートx8 (前面x2/背面x6) ●USB3.0ポート

x3 (背面x2、前面x1) ●DVIポートx2 (背面x2) ●サウンド マ

x3 (背面x2、前面x1) ●DVIポートx2 (背面x2)

x4 (前面x2/背面x2) ●DVIポートx2 (背面x2)

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

●DisplayPortx1 (背面x1) ●サウンド マイク/ヘッドフォンx1

●DisplayPortx1 (背面x1) ●サウンド マイク/ヘッドフォンx1

クインｘ1 (背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000Mbpsギガビ

(前面x1) ラインイン/ラインアウト/マイクインｘ1 (背面x1)

(前面x1) ラインイン/ラインアウト/マイクインｘ1 (背面x1)

ットLAN (背面x1)

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

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

電源

500W

700W (80PLUS® GOLD 認定取得)

サイズ

196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ) mm

保証期間
価格

1年間無償保証・24時間×365日電話サポート
5万9,850円（税込）

7万9,800円（税込）

11万9,700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。

NEXTGEAR-NOTE i300 シリーズ
製品型番

NEXTGEAR-NOTE i300SA6-W7-IS

OS

Windows®7 Home Premium with SP1 64ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー
(4コア/2.40GHz/TB時最大3.40GHz/6MBキャッシュ/HT対応)

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GT650M (ビデオメモリ 2GB)

メインメモリ

8GB DDR3 PC3-12800 (4GB×2/デュアルチャネル) /最大16GB (8GB×2)

ハードディスク

500GB シリアルATAII (5400rpm)

チップセット

インテル® HM76 Express チップセット

光学ドライブ

なし

カードスロット

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,Pro Duo含む)、マルチメディアカード］

製品型番

NEXTGEAR-NOTE i300SA6-W7-IS

ディスプレイ

11.6型 HDグレア液晶 (1,366ｘ768 / LEDバックライト)

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

Webカメラ

130万画素

無線

IEEE802.11 b/g/n 対応 最大150Mbps対応 ・ Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール
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x1 ●D-Sub 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 ●LAN ポートx1
10/100/1000Mbps ギガビット LAN

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 DC90W）

本体寸法

287(幅) x 207(奥行き) x 37.1(高さ) mm

保証期間

1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格

7万9,800円(税込)

【訂正】
掲載時点にて、実際に販売する製品と異なる製品が掲載されておりました。お詫びして訂正いたします。
2012/11/15 17:20 訂正

※ 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。

