
ニュースリリース

G-Tune、「ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン」（Windows® 版）の
 推奨パソコンを発売！！

～ 第 4 世代インテル® Core™ i5-4430 プロセッサー と、AMD Radeon™ HD8730 グラフィックスを搭載して 7 万円台から！！ ～

2013.09.12

NEXTGEAR-MICRO im541BA1-SP-DQ10

※ 画像はイメージです。ディスプレイは別売りです。

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、株式会社スクウェア・エニックス（代表取締役社

長：松田 洋祐、本社：東京都）が運営する「ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン」（Windows® 版）の推奨パソコンを発売します。

抜群のエアフローと、優れたコストパフォーマンスを実現する「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」より、インテル® Core™ i5-4430 プロセッサー、8GB 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、AMD Radeon™ HD8730 グラフィックス、インテル® B85 Express チップセット採用 microATX マザーボード、500W 電源、Windows 8 をプリインストー

ルした「NEXTGEAR-MICRO im541BA1-SP-DQ10」が 7万9,800円となります。

受注開始は、2013年 9月 12日 10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。
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新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー グラフィックス メモリ
ハードディ

スク
チップセット 光学ドライブ OS 価格

NEXTGEAR-

MICRO

im541BA1-

SP-DQ10

インテル® Core™ i5-4430 プロ

セッサー

AMD Radeon™ HD8730 グラフィックス (ビデオ

メモリ 1GB)

8GB DDR3 PC3-

12800
1TB

インテル® B85 Express チッ

プセット

DVD スーパーマルチド

ライブ

Windows 8 64

ビット

7万9,800

円
 

（税込）

G-Tune ホームページ

「ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン」（Windows® 版）推奨パソコン販売ページ

新製品の特長

最新の第 4 世代インテル® Core™ プロセッサーと、コストパフォーマンスに優れた AMD Radeon™ HD8730 グラフィックス搭載!!

22nm プロセス技術を使用した第 4 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。インテル・ターボブースト・テクノロジーに対応した最新のクアッドコアプロセッサーとなり、CPUの負荷に応じ

てクロックを自動で引き上げます。
 

グラフィックスには 28nm プロセスで製造された AMD Radeon™ HD8730 グラフィックスを採用。AMD PowerTune テクノロジーに対応し、アイドル時の消費電力を大幅に低減し、ご利用の環境

にあわせて自動的に最適なパフォーマンスを引き出します。
 

また、快適なゲームプレイは勿論のこと、AMD HD Media Accelerator や AMD App Acceleration に対応し、従来 CPU で行っていた動画やアプリケーションの処理を GPU で行うことによりシ

ステム負荷を低減します。

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。）

ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン について

1986 年に第１作が発売されて以来、日本を代表する家庭用ロールプレイングゲームとして皆様に親しまれている「ドラゴンクエスト」シリーズ。
 

その最新作『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン』では、ついにオンライン RPG に進化しました。
 

Wii 版が 2012 年 8月 2日、Wii U 版が 2013年 3月 30日に発売され好評をいただいている中、いよいよ Windows® 版が登場！
 

詳しくは「ドラゴンクエストX」公式プロモーションサイトでご確認ください。

http://www.g-tune.jp/
http://www.g-tune.jp/gaming/DQ10/


商品概要

・商品名：『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン』

・ジャンル：ロールプレイング（オンライン専用）

・基本プレイ人数：１人（※１ユーザーにつき３キャラクターを作成可能）

※ ブロードバンド対応のインターネット接続環境が必要です。

・対応機種：Windows®

・発売日：2013年 9月 26日（木）予定

・希望小売価格：3,990円(税込)　[パッケージ/ダウンロード版]
 

  （※ 20日間無料利用券つき）

・製作・開発：株式会社スクウェア・エニックス

『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オンライン』公式サイト

© 2012,2013 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

※ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST および目覚めし五つの種族は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

新製品の詳細スペック

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im541BA1-SP-DQ10

OS Windows 8 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-4430 プロセッサー

 
(4コア/3.10GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ)

グラフィックス AMD Radeon™ HD8730 グラフィックス（ビデオメモリ 1GB)

メインメモリ 8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) / 最大 16GB (8GB×2)

ハードディスク 1TB SerialATAIII 7200rpm

チップセット インテル® B85 Express チップセット

光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ

カードリーダー マルチカードリーダー

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

http://www.dqx.jp/


製品型番 NEXTGEAR-MICRO im541BA1-SP-DQ10

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 ※)

拡張ストレージベイ 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ｘ3 (空きｘ2)、2.5インチシャドウベイx1 (空きｘ1)

その他

付属ハードウェア：G-Tune オリジナル光学式マウス (USB、6ボタン、1000/1600dpi)、G-Tune オリジナルキーボード (PS/2、最大11キーロールオーバー対応)

I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポートx1 (背面x1) ●USB2.0 ポートx6 (前面x2/背面x4) ●USB3.0 ポートx3 (背面x2、前面x1) ●DVI ポートx2 (背面x2)

●DisplayPort 出力x1 (背面x1) ●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)

電源 500W

サイズ 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (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）

※ 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。

※ AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.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。

https://www.mcj.jp/

