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G-Tune、日本No.1 オンライン FPS「Alliance of Valiant Arms」の推奨パソコンを
Windows 8.1 搭載にリニューアル！！
～ AVA ファン垂涎のコラボレーション製品も発表！！ ～
2014.04.25

NEXTGEAR-MICRO シリーズ

NEXTGEAR シリーズ

※ 画像はイメージです。※ディスプレイは別売りです。

※ 画像はイメージです。※ディスプレイは別売りです。

NEXTGEAR-NOTE i420 シリーズ

AVA デザインサイドパネルイメージ

※ 画像はイメージです。

※ 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」に、株式会
社ゲームオン(代表取締役社長：李

相燁、本社：東京都)が運営する日本 No.1 オンライン FPS「Alliance of Valiant Arms（以下「AVA」）」の推奨パ

ソコンを 2014年 4月 25日 15時よりリニューアルを行い、Windows 8.1 を搭載した最新スペックへと一新いたします。
また、今回のリニューアルを記念し、AVA のコラボレーション製品を発表します。人気の「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」のサイドパネルをアクリ
ルパネルに変更し、AVA のロゴデザインを施したファン垂涎の製品となります。AVA 推奨パソコンの BTO カスタマイズにおいて、通常のサイドパネ
ルか、AVA デザインサイドパネルかを選択することが可能になります。この AVA デザインサイドパネルのカスタマイズは 2014年 6月中旬から開始予
定となります。
「AVA」を体感できる最初のエントリーモデルとして、最新の CPU とミドルスペックのグラフィックスを搭載しつつも 7万円台という低価格を実現
した、「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」より、インテル® Core™ i5-4440 プロセッサー、8GB メモリ、500GB ハードディスク（7200rpm）、
NVIDIA® GeForce® GTX750、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 im550BA4AVA」を 7万 9,800円（税別）でリリースいたします。
これから「AVA」のクラン戦に参加を目指す方向けのモデルとして、「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」より、インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ
ー、8GB メモリ、1TB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX760、80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源、Windows 8.1 をプリイン
ストールした「NEXTGEAR-MICRO im550SA4-AVA」を 10万 9,800円（税別）でリリースいたします。
快適なゲーム配信も楽しめて、クラン戦も戦えるハイスペックモデルとして、「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」より、インテル® Core™ i7-4770 プ
ロセッサー、デュアルチャネル 16GB メモリ、1TB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX770、DVD スーパーマルチドライブ、
80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源、Windows 8.1 をプリインストールした「NEXTGEAR-MICRO im550GA4-AVA」を 12万 9,800円（税別）でリリ
ースいたします。
そして、クラン戦や大会で勝ちを目指す「AVA」コアプレイヤーに向けたハイエンドモデルとして、高い冷却性を誇る「NEXTGEAR シリーズ」よ
り、インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー、デュアルチャネル 16GB メモリ、128GB SSD、2TB ハードディスク（7200rpm）、DVD スーパーマル
チドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX780、80PLUS GOLD 認定取得 700W 電源、Windows 8.1 をプリインストールした「NEXTGEAR i630GA5-SPAVA」を 16万 9,800円（税別）でリリースいたします。
外出先でも「AVA」を体感できる、エントリーモデルの 13.3 型モバイルゲーミングノートパソコンとして、インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ
ー、8GB メモリ、500GB ハードディスク（5400rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX860M、Windows 8.1 をプリインストールした「NEXTGEAR-NOTE
i420BA1-SP-AVA」を 10万 9,800円でリリースいたします。
5 モデル全てに、G-Tune でしか手に入れることのできないオリジナルデザイン特典アイテムを入手可能なアイテムシリアルコードが、2014年 12月 2
日までの期間限定で付属します。
今回発表する新製品は、いずれも BTO / カスタムオーダーメイドに対応しており、CPU や 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 4 月 25 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。

「Alliance of Valiant Arms」とは
150万人がプレイする、日本 No.1 オンライン FPS ゲームです。架空のヨーロッパ大陸を舞台に、重厚なグラフィックでリアルな戦場を体感できま
す。
ポイントマン、ライフルマン、スナイパーの 3 つの役割を切り替えてプレイすることができ、仲間と共に「部隊」として戦闘を楽しめます。基本無料
でありながら、MAP 110 種、武器 500 種とやりこみ要素も満載です。

「Alliance of Valiant Arms (AVA)」公式サイト
「Alliance of Valiant Arms (AVA)」公式メンバーサイト

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

NEXTGEARMICRO
im550BA4AVA

インテル® Core™
i5-4440 プロセッサ
ー

NVIDIA® GeForce® GTX 750
(ビデオメモリ 1GB)

ストレージ

チップセット

光学ドライブ

7万9,800
円
（税別）

500GB ハードディ
スク
8GB

NEXTGEARMICRO
im550SA4AVA

インテル® H87
Express チップセッ
ト

NVIDIA® GeForce® GTX 760
(ビデオメモリ 2GB)

Windows 8.1
64 ビット

1TB ハードディスク

インテル® Core™
i7-4770 プロセッサ
ー

NEXTGEARMICRO
im550GA4AVA

NVIDIA® GeForce® GTX 770
(ビデオメモリ 2GB)
インテル® Z87
Express チップセッ
ト

128GB SSD ＋ 2TB
ハードディスク

NVIDIA® GeForce® GTX 780
(ビデオメモリ 3GB)

10万
9,800円
（税別）
12万
9,800円
（税別）

DVD スーパー
マルチドライ
ブ

16GB

NEXTGEAR
i630GA5-SPAVA

価格

OS

16万
9,800円
（税別）

製品名

プロセッサー

グラフィックス

メモリ

ストレージ

チップセット

ディスプレイ

OS

価格

NEXTGEARNOTE
i420BA1-SPAVA

インテル® Core™ i74700MQ プロセッサー

NVIDIA® GeForce® GTX 860M (ビデ
オメモリ 2GB / GDDR5)

8GB

500GB ハー
ドディスク

インテル® HM87
Express チップセッ
ト

13.3 型フル
HD ノングレア
液晶

Windows 8.1
64 ビット

10万
9,800円
（税別）

G-Tune ホームページ
G-Tune「Alliance of Valiant Arms」推奨パソコン 販売ページ

期間限定で豪華特典アイテムが付属
G-Tune でしか手に入れることのできないオリジナルデザイン特典アイテムを入手可能なアイテムシリアルコードが、2014 年 12 月 2 日までの期間限
定で付属します。

「MP7A1 G-Tune（永久）」
MP7A1 Bahamut の G-Tune オリジナルデザインモデル。

「M67 G-Tune（360日）」
M67 の G-Tune オリジナルデザインモデル。
爆発させると G-Tune ロゴが浮かび上がる特別仕様となっている。

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。)
©NEOWIZ GAMES. All rights reserved.
©RED DUCK Inc. All rights reserved.
NVIDIA and The Way Its Meant To Be Played are registered trademarks of NVIDIA Corporation. All rights reserved.
©GameOn Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright © MouseComputer CO.,LTD All Rights Reserved.

新製品の詳細スペック
新製品概要 (デスクトップ)
NEXTGEAR-MICRO im550BA4AVA

製品型番

NEXTGEAR-MICRO im550SA4AVA

OS

NEXTGEAR-MICRO im550GA4AVA

NEXTGEAR i630GA5-SP-AVA

Windows 8.1 64ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i5-4440 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

NVIDIA® GeForce® GTX 750
(ビデオメモリ 1GB)

メインメモリ

インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー
(4 コア / 3.40GHz / TB 時最大 3.90GHz / 8MB キャッシュ / HT 対応)
NVIDIA® GeForce® GTX 760
(ビデオメモリ 2GB)

8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) /最大16GB (8GB×2)
500GB SerialATAIII ハードディス
ク 7200rpm

ストレージ

NVIDIA® GeForce® GTX 770
(ビデオメモリ 2GB)

NVIDIA® GeForce® GTX 780
(ビデオメモリ 3GB)

デュアルチャネル 16GB PC312800 DDR3 (8GB×2) /最大16GB
(8GB×2)

デュアルチャネル 16GB PC312800 DDR3 (8GB×2) /最大32GB
(8GB×4)
128GB SSD ＋ 2TB SerialATAIII
ハードディスク 7200rpm

1TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

インテル® Z87 Express チップセ
ット

チップセット

インテル® H81 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

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×2 (空き×1 ※)

PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×2)

拡張ストレージベイ

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）

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）
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

5インチベイ×2（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×4（空き
×2）

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×1 (背面×1) ●USB
2.0 ポート×6 (前面×2/背面×4)
●USB 3.0 ポート×4 (背面×2、前面
×2) ●DVI ポート×2(背面×2)
●DisplayPort ポート×1 (背面×1) ●
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×1)

I/Oポート：PS/2マウス/キーボー
ドコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB
2.0 ポート×4 (背面×2、前面×2)
I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB 2.0
●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面
ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面×1) ●DVI
×1) ●DVI ポート×2 (背面×2) ●サウ
ポート×2 (背面×2) ●DisplayPort ポート×1 (背面×1) ●サウンド マイク/
ンド マイク/ヘッドフォンx1 (前面
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
x1) ラインイン/ラインアウト/マイ
×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)
クイン×1 (背面×1) ●LANポート×1
10/100/1000Mbps ギガビット
LAN (背面×1)

その他

電源

500W (80PLUS® SILVER)

サイズ

700W (80PLUS® GOLD)
190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ)
mm

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（税別）

10万9,800円（税別）

12万9,800円（税別）

16万9,800円（税別）

※ グラフィックスボードによりスロットが占有されます。

新製品概要 (ノート)
製品型番

NEXTGEAR-NOTE i420BA1-SP-AVA

OS

Windows 8.1 64ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i7-4700MQ 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® GTX 860M (ビデオメモリ 2GB / GDDR5)

メインメモリ

8GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×1) /最大16GB (8GB×2)

ストレージ

500GB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm)

チップセット

インテル® HM87 Express チップセット

光学ドライブ

-

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

IEEE802.11 b/g/n 対応 最大 150Mbps 対応・Bluetooth® V4.0 ＋ LE 準拠モジュール

ディスプレイ

13.3 型フル HD ノングレア液晶 (LED バックライト)
タッチパッド、日本語キーボード、Sound Blaster CINEMA

その他

I/O ポート：●USB 3.0 ポート×3 ●USB 2.0 ポート×1 ●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

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 5.4 時間

サイズ

330 (幅) x 227 (奥行き) x 31.9 (高さ ※折りたたみ時) mm

重量

約 2.1 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

10万9,800円（税別）

※ 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。
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