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マウスコンピューター、イラスト・マンガ制作クリエイター向けソフトウェア
「CLIP STUDIO PAINT」推奨パソコンを販売開始！

～ CLIP STUDIO PAINTで使用可能なG-Tuneの公式キャラクター「Tuneちゃん」の3Dモデリングデータも無償提供開始 ～

2014.08.01

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、イラスト・マンガ制作ク…
Like 0 ツイート 0

LUV MACHINES シリーズ MDV ADVANCE シリーズ

m-Book W シリーズ
「Tuneちゃん」の3Dモデリングデータ

※※画像イメージです。実際の色合い・形状は多少異なる場合がございます。

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、株式会社セルシス（代表取締役社長：野﨑愼也、本社：東京都）の
イラスト・マンガ制作クリエイター向けソフトウェア「CLIP STUDIO PAINT」の推奨パソコンを販売開始します。 

また、セルシスより、CLIP STUDIOシリーズで使用可能な3Dモデリングデータとして、マウスコンピューターのゲームパソコンブランド「G-Tune」
の公式キャラクター「G-Tuneちゃん（じーちゅーんちゃん）」のうち、強気でゲーム好きな女の子「Tuneちゃん」のデータが、ライセンス素材とし
て無償提供開始されます。

動作検証済みによる安心かつ快適なパフォーマンスでイラスト・マンガ制作に活用可能なCLIP STUDIO PAINT推奨パソコンとして、抜群のコストパ
フォーマンスを誇るデスクトップパソコンLUV MACHINES シリーズより、インテル® Core™ i5-4460プロセッサー、デュアルチャネル16GB メモ
リ、2TB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX750、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® H81 Express チップセット採用
Micro-ATX マザーボード、80PLUS® SILVER 認定取得 500W 電源、Windows 8.1 Update をプリインストールした「LM-iG301X3-CS」が8万 9,800円
(税別)となります。

多彩なニーズに対応できる高い拡張性を誇るデスクトップパソコンMDV ADVANCE シリーズより、インテル® Core™ i7-4790プロセッサー、デュア
ルチャネル16GB メモリ、2TB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX750、DVDスーパーマルチドライブ、インテル® Z97 Express

チップセット採用 ATX マザーボード、80PLUS® SILVER 認定取得 500W 電源、Windows 8.1 Update をプリインストールした「MDV-GZ7510S-CS」
が10万 9,800円(税別)。「MDV-GZ7510S-CS」をベースに、大容量デュアルチャネル32GBメモリ、NVIDIA® GeForce® GTX760を搭載した「MDV-
GZ7510X2-CS」が13万 9,800円(税別)となります。

高度な処理性能と映像描写力を持ったノートパソコンm-Book W シリーズより、インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー、大容量24GB メモリ、
1TB ハードディスク（5400rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX860M、DVDスーパーマルチドライブ、Windows 8.1 Update ビット をプリインストール
した「MB-W800X-CS」が 12万 9,800円(税別)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、メモリ容量、ストレージ容量、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 8月1日 15時より マウスコンピューターホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、電話通販窓口にて行います。

今後もマウスコンピューターでは、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

機種名 CPU グラフィック
ス

メモリ ストレージ チップセット 光学ドライブ OS 価格

LM-iG301X3-CS

インテル®
Core™ 
i5-4460 

プロセッサー

NVIDIA®
GeForce® 
GTX750 

(ビデオメモリ
1GB）

DDR3 16GB  
PC3-12800 

2TB シリアル
ATAIII 

HDD (7200rpm)

インテル® H81 
Expressチップセ

ット

DVDスーパーマルチ
ドライブ

Windows 8.1
update 

64ビット

89,800円 
（税別）

MDV-GZ7510S-
CS

インテル®
Core™ 
i7-4790 

プロセッサー

インテル® Z97 
Expressチップセ

ット

109,800円 
（税別）

MDV-GZ7510X2-
CS

NVIDIA®
GeForce® 
GTX760 

(ビデオメモリ
2GB）

DDR3 32GB  
PC3-12800

Windows 8.1
Pro  

update 64ビッ
ト

139,800円 
（税別）

機種名 CPU グラフィックス メモリ ストレージ チップセット 光学ドライブ ディスプレイ OS 価格

MB-W800X-
CS

インテル®
Core™

i7-4710MQ 
プロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX 860M

（GDDR5/2GB）

DDR3L 
24GB 

PC3-12800

1TB シリアル
ATAII 

ハードディスク
(5400rpm)

インテル®
HM87 Express 
チップセット

DVDスーパーマ
ルチドライブ

17.3型 フルHD 
ノングレア液

晶

Windows 8.1
Pro update
64ビット

129,800円 
（税別）

CLIPSTUDIO推奨パソコン販売ページ

ライセンス素材サービスについて

CLIP STUDIO PAINT製品ページ

大容量メモリを搭載し、マルチコアCPU、64ビットOSによる高い処理能
力

多機能かつ高度な編集が可能なCLIP STUDIO PAINTの特徴をより快適に
ご使用いただくために、CLIP STUDIO PAINT動作検証済み・推奨パソコ
ンには、64BIT OS、マルチコアCPU、大容量メモリを標準搭載することを
基軸としてカスタマイズされています。

パソコンに対して負荷の高い、多数のレイヤーを駆使した作業、高解像度
の写真からイラストへの変換などにも、十分に対応できるスペックを実現
しています。

余裕のパフォーマンスが、多重レイヤー処理などの負荷の高い作業も快適
に

複雑なイラストやマンガ制作では、様々な機能や効果を試しながら、完成
に一歩づつ近づけていくことでしょう。その際、避けられないのがレイヤ
ー数の増加など効率を向上させるとための作業です、これはパソコンへの
負荷は次第に増加させる要因となります。

CLIP STUDIO PAINT動作検証済み・推奨パソコンでは、高い処理能力に
よる余裕のパフォーマンスで、多くのレイヤーを操作しながらでも、余裕
の処理能力によって、快適で効率的に作業を進められます。

3Dモデリングデータも楽々扱える高いグラフィック性能！

CLIP STUDIO PAINTは、3Dモデリングデータを読込み、イラストやマン
ガへのトレース作業や、3Dモデリングデータそのものを利用した制作が可
能ですが、3Dモデリングデータを快適に扱うためには、高いグラフィック
ス描写性能が求められます。

CLIP STUDIO PAINT動作検証済み・推奨パソコンには、高性能グラフィッ
クスカードを標準搭載し、パソコンの性能を気にすることなく、創作活動
に専念できる環境を構築可能です。

新製品概要

CLIP STUDIO PAINT推奨パソコンとは

セルシスが販売するイラスト・マンガ制作クリエイター向けソフトウェア「CLIP STUDIO PAINT」の動作検証を行い、安心かつ快適なパフォーマン
スで制作活動を行うことが可能なパソコンです。

ソフトウェアの特徴となる、64BIT OSへの対応、マルチコアCPUへの最適化、3Dモデリングデータの活用、そして多重レイヤー処理などの負荷の高
い作業も快適に行える、最適なシステム構成となっています。

「Tuneちゃん」 の3Dモデリングデータの無償提供開始

セルシスより、マウスコンピューターのゲームパソコンブランド「G-Tune」の公式キャラクター「G-Tuneちゃん（じーちゅーんちゃん）」のうち、
強気でゲーム好きな女の子「Tuneちゃん」の3Dモデリングデータが、ライセンス素材として提供開始されます。 

ライセンス素材とは、セルシスのソフトウェアCLIP STUDIOシリーズ（CLIP STUDIO PAINT/ CLIP STUDIO ACTION/ CLIP STUDIO

COORDINATE）で使える素材を、購入、ダウンロードできるサービスです。 専用のサポートツール「CLIP STUDIO」のメニュー「ライセンス素
材」よりご利用いただけます。「Tuneちゃん」のデータは、無償での提供となります。

G-Tuneちゃんとは

パソコン・パーツマニアで新製品に目が無い「Gちゃん」と、ゲームが大好きでジャンルを問わず色々なゲームをプレイする「Tuneちゃん」の二人に
よる、G-Tune の公式キャラクターとなります。 

パソコン初心者の方向けの製品紹介漫画や、ゲーム推奨パソコンのコラボレーションアイテム実装など、精力的に活動しています。

＜G-Tuneちゃん公式WEB＞ 

http://www.g-tune.jp/g-tune_chan/

「左：Gちゃん（じーちゃん） 右：Tuneちゃん（ちゅーんちゃん）」

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年間の間、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パソコンのある生活をマウスコ
ンピューター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 LM-iG301X3-CS MDV-GZ7510S-CS MDV-GZ7510X2-CS

OS Windows 8.1 update 64ビット Windows 8.1 Pro update 64ビット

CPU インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー 
(4コア/3.20GHz/TB最大3.40GHz/6MBキャッシュ)

インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー 
(4コア/3.60GHz/TB最大4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

グラフィック
ス

NVIDIA® GeForce® GTX750 
(ビデオメモリ1GB）

NVIDIA® GeForce® GTX760 
(ビデオメモリ2GB）

メモリ
16GB PC3-12800 DDR3 

(8GB×2) /最大16GB (8GB×2)
16GB PC3-12800 DDR3 

(8GB×2) /最大32GB (8GB×4)
32GB PC3-12800 DDR3 

(8GB×4) /最大32GB (8GB×4)

ストレージ 2TGB シリアルATAIII HDD (7200rpm)

チップセット インテル® H81 Express インテル® Z97 Express

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

電源 80PLUS® Silver 認定取得 500W

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

PCI Express×1 スロット×4 (空き×4 )

拡張ストレー
ジベイ

5 インチオープンベイ×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)

5 インチオープンベイ×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)

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 (102キー)

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 (前面×2/背面×2)
●USB 3.0 ポート×2 (背面×1、前面×1) ●DVI ポー
ト×1 (背面×1) 、DisplayPort×1 (背面×1)  ●サウン
ド  ラインイン、ヘッドフォン、マイク入力 (モノ
ラル 前面×1/背面×1)、リアスピーカー ●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 (前面×2/背面×2)
●USB 3.0 ポート×6 (背面×4、前面×2) ●DVI ポート×2 (背面×2) 、DisplayPort×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)

サイズ 180 ×382×373mm （幅 ×奥行 ×高さ） 190 ×490×410mm （幅 ×奥行 ×高さ）

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 89,800円（税別） 109,800円（税別） 139,800円（税別）

製品型番 1408MB-W800X-CS

OS Windows 8.1 Update 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (4コア/2.50GHz/TB時最大3.50GHｚ/6MBキャッシュ/HT対応)

グラフィック
ス

NVIDIA® GeForce® GTX860M (GDDR5/2GB）

メモリ 24GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×3) /最大24GB (8GB×3)

ストレージ 1TB シリアルATAII ハードディスク (5400rpm)

チップセット インテル® HM87 Express

光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ

(DVD+R DLx2.4/DVD-R DLx2/DVD±Rx8/DVD±RWx6/DVD-RAMx5/CD-Rx24/CD-RWx16/DVD- ROMx8/CD-ROMx24)

カードリーダ
ー

マルチカードリーダー 
［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)、メモリースティック(Pro,Pro Duo含む)、マルチメディアカード］

ディスプレイ 17.3型 フルHDノングレア液晶（LEDバックライト）

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

その他

タッチパッド、テンキー付日本語キーボード、Sound Blaster CINEMA

I/O ポート：●USB 3.0 ポート×2 (右側面) ●USB 2.0 ポート×1 (左側面) ●USB 3.0 / eSATA コンボポート×1 (右側面) ●D-sub ポート×1 (背面) ●HDMI×1 (右側
面) ●ヘッドホン出力 (左側面)、マイク入力 (左側面)、S/PDIF (丸型/左側面) ●LAN ポート×1 ギガビット LAN (右側面)

電源 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 DC 120W)

動作時間 約5.4時間

重量 約2.7kg

本体寸法 374 ×250×16.3～42.7mm※ （幅 ×奥行 ×高さ） （※折り畳み時/突起物除く）

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 129,800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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