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G-Tune SSD 4枚を RAID_0 構成で搭載し、超高速ストレージ環境を実現する 
ハイスペックゲーミングノートパソコンを販売開始！
～ グラフィックスには NVIDIA® GeForce® GTX780M を SLI 構成で搭載！！ ～

2014.01.10

マウスコンピューターTOP > SSD 4枚を RAID_0 構成で搭載し、超高速ストレ…
Like 0 ツイート 0

NEXTGEAR-NOTE i1100 シリーズ

※ 画像はイメージです。

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、
SAMSUNG 840 EVO シリーズ SSD 1TB を 4 枚※搭載し、RAID_0 環境を構築することで圧倒的な速度と容量を実現するハイスペックゲーミングノ
ートパソコンを販売します。
※SAMSUNG 840 EVO シリーズ SSD 1TB mSATA 版 2 枚、SAMSUNG 840 EVO シリーズ SSD 1TB 2.5 インチ版 2 枚の構成になります。

圧倒的な速度と容量を実現する 17.3 型フル HD ノングレア液晶ディスプレイ採用ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i1100シリーズ」と
して、インテル® Core™ i7-4930MX プロセッサー エクストリーム・エディション、大容量デュアルチャネル 32GB メモリ、1TB mSATA SSD

Samsung 840 EVO シリーズを 2 枚、1TB 2.5 インチ SSD Samsung 840 EVO シリーズを 2 枚、合計で 4 枚の SSD を RAID_0 構成で搭載、ブルーレ
イドライブ、モバイル向け最上位グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX780M の SLI 構成、IEEE802.11 b/g/n 対応無線 LAN、Bluetooth® V4.0 +

LE 準拠モジュール、Windows 8.1 Pro をプリインストールした「NEXTGEAR-NOTE i1100PA4-SP3」が 64万 9,950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、マウスなど各種デバイスのカスタマイズ、OS のカスタマイズなどが可能で
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、1月 10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。
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新製品の特長

SSD 4 枚を RAID_0 構成で搭載し、超高速ストレージ環境を実現！

ノート PC でありながら、mSATA 形状の SSD を 2 枚 と 2.5 インチ形状のハードディスクを 2 台同時に搭載可能な仕様となっています。mSATA 形
状の SSD 2 枚と、2.5 インチ形状の SSD 2 枚を RAID_0 構成で搭載し、圧倒的な速度と容量を実現します。

17.3 型、フル HD ノングレア液晶と NVIDIA® GeForce® GTX780M を SLI 構成で搭載した究極のゲーム環境

17.3 型、ノングレアの大画面液晶を搭載。フル HD (1,920×1,080) の高い画面解像度に対応し、超美麗なゲーム映像やビデオ映像を楽しむことが出来
ます。また、フル HD の解像度を最大限に生かすことができる「NVIDIA® GeForce® GTX780M」 を SLI 構成で搭載。圧倒的な 3D 映像表現や、
NVIDIA® PhysX™ テクノロジによる物理演算、NVIDIA® PureVideo® HD テクノロジによる高精細な映像処理、NVIDIA® CUDA™ テクノロジによる
マルチメディア用途への劇的な処理速度向上を実現します。

LED バックライトキーボードと管理アプリケーションで、好みに応じて全く異なるイメージに変更可能

3 つのセクションに分かれた LED バックライトキーボードを採用。管理アプリケーションにより各セクションごとに LED ライト色の変更が可能で
す。また、LED の点灯箇所をランダムに変更する、波打つような点滅を指定するなど、様々なカスタマイズが可能なので、好みに応じて全く異なる
イメージで使用頂くことができます。

ノートパソコンでありながら、2.1ch のスピーカーを搭載

キーボード面に 2 つのスピーカー、本体底面に 1 つのサブウーファーを搭載しています。2.1ch のスピーカーと、3D ステレオサウンドシステム採用
により、ノート PC とは思えない奥行き感と、広がりのあるステレオ空間の実現が可能です。

Sound Blaster X-Fi MB3 を採用

最先端のオーディオ技術を搭載したパワフルなオーディオプラットフォーム Sound Blaster X-Fi MB3 を採用。立体感のあるサウンド再生や、10 バン
ドのイコライザによって好みに応じた再生環境を幅広く構築することができます。

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。)

新製品の詳細スペック

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i1100PA4-SP3

OS Windows 8.1 Pro 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i7-4930MX プロセッサー エクストリーム・エディション 

(4コア / 3.00GHz / TB時最大3.90GHz / 8MBキャッシュ / HT対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX780M SLI (ビデオメモリ 4GB×2)

メインメモリ デュアルチャネル 32GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×4) / 最大 32GB (8GB×4)

SSD RAID_0 4TB (1TB mSATA SSD Samsung 840 EVO シリーズ×2＋1TB 2.5 インチ SSD Samsung 840 EVO シリーズ×2)

チップセット インテル® HM87 Express チップセット

光学ドライブ ブルーレイドライブ

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 17.3 型フル HD ノングレア液晶ディスプレイ (LEDバックライト / 1,920×1,080)

その他

テンキー付日本語キーボード、タッチパッド

I/O ポート：●USB 3.0 ポート×4 ●USB 2.0 ポート×1 (※eSATA ポートと共用×1) ●mini DisplayPort 出力ポート×1 ●HDMI 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、ライン入力×1 ●SPDIF 出力×1 (オプティカル/ミニジャック) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビ

ット LAN ●eSATA ポート×1 (※USB 2.0 ポートと共用) ●指紋センサー×1 ●thunderbolt ポート×1

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 DC330W）

バッテリー駆動時間 約 2.6 時間

サイズ 419(幅) x 293(奥行き) x 49.7(高さ) mm

重量 約 4.7 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 64万9,950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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

サイトマップ プライバシーポリシー 規約 企業情報 採用情報 ニュースリリース Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/inquiry_info.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=335
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/cart_view.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/lp/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/abest/wakeari/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=SSD%204%E6%9E%9A%E3%82%92%20RAID_0%20%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%A7%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%97%E3%80%81%E8%B6%85%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%92%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%81%EF%BD%9CBTO%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%BBPC%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%90%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2Fcompany%2Fnews%2F2014%2Fnews_20140110_01.html%3Fmid%3Dlink_twitter%26uiaid%3Dtwitter&via=mouse_computer
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2014/news_20140110_01.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2014/news_20140110_01.html
http://www.g-tune.jp/
http://www.g-tune.jp/note_model/i1100/
http://www.g-tune.jp/products/solution/nextgear-note_i1100/
https://www.mouse-jp.co.jp/#products
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/purchase/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/payment/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/delivery/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/open/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/return/
https://www.mouse-jp.co.jp/faq/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_contact.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_repair.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#sendai_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#akiba_ds
https://www.g-tune.jp/garage/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#kasukabe_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#nagoya_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#osaka_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#hakata_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/bto.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/affiliate/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp?_ga=1.198390636.25534302.1467198253
https://www2.mouse-jp.co.jp/status/
https://www.mouse-jp.co.jp/sitemap/
https://www.mouse-jp.co.jp/privacy/
https://www.mouse-jp.co.jp/agreement/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mcj.jp/

