
ニュースリリース

G-Tune、戦国オンラインRPG『信長の野望 Online』のオリジナルデザインを天板に施した
 推奨ノートパソコンを販売開始！！

～ 『信長の野望 Online』の世界観を演出する様々な特典が付属 ～

2013.11.14

NEXTGEAR-NOTE i530BA1-NYO

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、株式会社コーエーテクモゲームス(代表取締役社

長：襟川　陽一、本社：神奈川県)が運営する戦国オンライン RPG『信長の野望 Online』のオリジナルデザインを天板に施した推奨ノートパソコンを発売します。本製品は、天板デザイン以外

にも、ゲーム内アイテムや壁紙など、『信長の野望 Online』の世界観を演出する様々な特典が付属いたします。

『信長の野望 Online』の 10 周年を記念した特別なデザインを天板に施し、より美麗に進化したクライアント「Windows HD 版」の映像も快適に表現できるスペックを有した「信長の野望

Online オリジナルデザインノートパソコン」として、インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー、8GB メモリ（PC3-12800）、500GB ハードディスク（5400rpm）、DVD スーパーマルチドライブ、

NVIDIA® GeForce® GT750M、15.6 型フル HD グレア液晶、Windows 8 をプリインストールした「NEXTGEAR-NOTE i530BA1-NYO」が 10万 9,830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 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 11月 14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、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。

https://www-test.mouse-jp.co.jp/
https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2013/images/1114-gtune01-l.jpg
https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2013/images/1114-gtune02-l.jpg


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 ディスプレイ OS 価格

NEXTGEAR-

NOTE

i530BA1-

NYO

インテル® Core™ i5-4200M

プロセッサー

NVIDIA® GeForce® GT750M (ビデ

オメモリ 2GB）
8GB 500GB

インテル® HM86 Express

チップセット

DVD スーパーマル

チドライブ

15.6型フル HD グレア液晶

(1,920×1,080)

Windows 8 64

ビット

10万

9,830円
 

（税込）

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR-NOTE i530BA1-NYO 販売ページ

新製品概要

本製品のために描きおろした、家紋とグラデーションが映えるオリジナルデザインを天板に採用。

ゲーム内の自分だけの家“武家屋敷”に設置できる、G-Tune公式キャラクター「G-Tuneちゃん」が描かれたオリジナル家具「爺春印屏風（ジイチュンジル
シビョウブ）」が手に入ります。他には無いオリジナルの家具で、武家屋敷を飾りましょう！

http://www.g-tune.jp/
http://www.g-tune.jp/ws_model/nyo_note/


爺春印屏風（ジイチュンジルシビョウブ）

『信長の野望 Online』の 10 周年を振り返られる壁紙が 9 種類付属します。描きおろしのオリジナル天板と同一デザインの壁紙も同梱しています。

『信長の野望 Online』のオリジナルスクリーンセーバーが付属します。

『信長の野望 Online』をプレイされている方にはお馴染みの効果音が、Windows システム音に設定されています。



「特別家臣登用一式」×1

特別な見た目の家臣が手に入る「特別家臣紹介状」1 枚、家

臣育成用の家臣団資金 10 万が詰まった「家臣団資金袋」1

個、成長上限を超えて家臣を強化できる「家臣特別訓練券」30

枚が手に入ります。

※「特別家臣紹介状」は 9 種の見た目の家臣から 1 種を選択できます。

高橋紹運/立花誾千代/立花宗茂/江里口信常/晶/鍋島直茂/種子島時

尭/島津家久/梓

「夢幻の成長支援箱」×1

プレイヤーキャラクターの成長を支援するアイテムです。
 

レベルに応じて経験値を獲得できるほか、修得度、潜在能力、生産関連の能力値を上げられるアイテムも手に入ります。

「領国銀大包」×10

装備品や技能目録、生産材料など、ゲーム内で役に立つ様々なアイテムと交換できる“領国銀”を2000獲得できます。

G-Tune の通常の『信長の野望 Online』推奨パソコンに付属しているゲーム内特典や、無料プレイチケットも付属します。



「30 日分プレイチケット」×1

『信長の野望 Online』を 30 日間無料でプレイできるチケットです。

© 2003-2013 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

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。)

新製品の詳細スペック

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i530BA1-NYO

OS Windows 8 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー

 
(2コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.10GHz / 3MB キャッシュ / HT対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GT 750M (ビデオメモリ 2GB)

メインメモリ 8GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×1) / 最大16GB (8GB×2)

ハードディスク 500GB シリアルATA II (5400rpm)

チップセット インテル® HM86 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

Webカメラ 200万画素

無線LAN IEEE802.11 b/g/n 対応　最大 150Mbps 対応

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ディスプレイ 15.6型 フル HD グレア液晶ディスプレイ(LED バックライト)

その他 日本語キーボード、タッチパッド



製品型番 NEXTGEAR-NOTE i530BA1-NYO

I/O ポート：●USB 2.0 ポート×1 ●USB 3.0 ポート×2 ●HDMI 出力ポート×1 ●D-SUB 出力ポート×1 ●サウンド ヘッドフォン出力×1、マイク入力×1 ●LAN ポート×1

10/100/1000Mbps ギガビット LAN ●eSATAポート×1（※ USB 3.0 ポートと共用）

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 19.5V DC120W)

バッテリー駆動時間 約 5.2 時間

サイズ 374(幅) × 252(奥行き) × 31.4(高さ (折りたたみ時) )mm

重量 約 2.5 kg

保証期間 1 年間無償保証・24 時間×365 日電話サポート

価格 10万9,830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。

https://www.mcj.jp/

