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G-Tune、AMD Radeon R9 260 を搭載したゲームパソコンを 5万円台から発売!!
～ 圧倒的なコストパフォーマンスを実現するゲームパソコン ～

2014.02.13

マウスコンピューターTOP > G-Tune、AMD Radeon R9 260 を搭載したゲーム…
Like 0 ツイート 0

NEXTGEAR-MICRO am510BA1 NEXTGEAR-MICRO am510SA2

※ 画像はイメージです。ディスプレイは別売りです。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、最新
のグラフィックス AMD Radeon™ R9 260 を搭載したゲームパソコンを発売します。

高い冷却性と優れたコストパフォーマンスを実現した「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」より、AMD デュアルコア A4-4020 APU、4GB メモリ、
500GB ハードディスク（7200rpm）、最新グラフィックス AMD Radeon™ R9 260、80PLUS SILVER 認定取得 500W 電源、Windows 8.1 をプリイン
ストールした「NEXTGEAR-MICRO am510BA1」が 5万 9,850円。「NEXTGEAR-MICRO am510BA1」をベースに、AMD クアッドコア A10-7850K

APU、8GB メモリ、1TB ハードディスク（7200rpm）、DVD スーパーマルチドライブ、80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源を搭載した
「NEXTGEAR-MICRO am510SA2」が 8万 9,880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、ホビーにもゲームにも最適な高解像度対応液晶ディスプレイの同時購入などが可能です。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 2月 13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

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

am510BA1

AMD デュアルコア
A4-4020 APU

AMD Radeon™ R9 260 (ビ
デオメモリ 1GB)

4GB 500GB

AMD A78 FCH チ
ップセット

-

Windows 8.1
64ビット

5万9,850円 
（税込）

NEXTGEAR-
MICRO

am510SA2

AMD クアッドコア
A10-7850K APU

8GB 1TB
DVD スーパーマル
チドライブ

8万9,880円 
（税込）

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR-MICRO am510 シリーズ販売ページ

新製品概要

最新グラフィックス、AMD Radeon™ R9 260 を搭載

グラフィックスには 28nm プロセスで製造された AMD Radeon™ R9 260 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
ションの処理をグラフィックス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。)

新製品の詳細スペック

製品型番 NEXTGEAR-MICRO am510BA1 NEXTGEAR-MICRO am510SA2

OS Windows 8.1 64ビット

プロセッサー
AMD デュアルコア A4-4020 APU 

(2 コア / 3.2GHz / TC 時最大 3.4GHz / 1MB L2 キャッシュ)
AMD クアッドコア A10-7850K APU 

(4 コア / 3.7GHz / TC 時最大 4.0GHz / 4MB L2 キャッシュ)

グラフィックス AMD Radeon™ R9 260 (ビデオメモリ 1GB)

メインメモリ 4GB PC3-10600 DDR3 (4GB×1) / 最大16GB (8GB×2) 8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) / 最大16GB (8GB×2)

ハードディスク 500GB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm 1TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

チップセット AMD A78 FCH 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

拡張スロット PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×4 スロット×1 (空き×1)、PCI Express×1 スロット×1 (空き×0 ※)、PCI スロット×1 (空き×1)

拡張ストレージベイ
5インチベイ×1 (空き×1)、3.5インチオープンベイ×1 (空き×1)、3.5イン
チシャドウベイ×3 (空き×2)、2.5インチシャドウベイ×1 (空き×1)

5インチベイ×1 (空き×0)、3.5インチオープンベイ×1 (空き×0)、3.5イン
チシャドウベイ×3 (空き×2)、2.5インチシャドウベイ×1 (空き×1)

その他

付属ハードウェア：USB 光学式スクロールマウス、USB 日本語キーボ
ード

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/キーボードポート×2 (背面×2) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2 / 背面×2) ●USB 3.0 ポート×3 (前面×1/背面×2) ●DVI ポート
×2 (背面) ●DisplayPort ポート×1 (背面) ●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ●LAN ポー

ト×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面)

電源 500W 電源 (80PLUS® SILVER) 700W 電源 (80PLUS® GOLD)

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 5万 9,850円（税込） 8万 9,880円（税込）

※1 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。※
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。※
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