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マウスコンピューターTOP > G-Tune、インディーズゲーム市場の発展を応援す…
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G-Tune、インディーズゲームクリエイター及びインディーズゲーム市場の発展を応援する取り組みの第一弾として
「マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん」の推奨パソコンを販売
～ 人気ゲーム実況配信「裏・顔TV！」によるゲーム紹介も実施 ～
2014.08.28

NEXTGEAR-MICRO シリーズ

マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん

※ 画像はイメージです。付属するマウス・キーボードは画像とは異なる場合があります。ディスプレイは別売りです。

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、イ
ンディーズゲーム「マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん」の推奨パソコンを販売します。
現在、Steam®やPLAYISMをはじめとし、インディーズゲームが注目され始めています。
このインディーズゲーム市場が更に盛り上がり、クリエイターの方々がより良いゲームを生み出せる環境の発展を応援する取り組みとして、 パソコ
ン初心者の方でも安心してゲームをプレイすることが可能な推奨パソコンの販売を行います。
また、大人気ゲーム実況配信番組「裏・顔TV！」への協賛を行い、「裏・顔TV！ in G-Tuneスタジオ」として、本社1Fに設営した配信ブースより、
不定期に生放送配信を実施。同番組内で、注目のインディーズゲームタイトルを紹介し、ゲームタイトルの認知拡大に貢献します。
今後もG-Tuneは、e-SPORTSや、Unityをはじめとしたゲーム開発環境、VRヘッドセット「Oculus Rift」を使ったゲーム体験など、ゲーム市場の活性
化に積極的に取り組んで参ります。
＜「裏・顔TV！ in G-Tuneスタジオ」に関して＞
インディーズゲームの発展を応援する取組の第一弾タイトルとして「マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん」を取り上げ、推奨パソコンの
販売及び、生放送によるゲーム紹介を実施します。
生放送の実施は、8月28日21時より開始致します。配信URLはGODSGARDENコミュニティページをご確認ください。
URL：http://com.nicovideo.jp/community/co339271
＜推奨パソコンに関して＞
インディーズゲーム「マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん」の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「NEXTGEARMICROシリーズ」より、インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー、8GBメモリ、1TBハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX760、
インテル® H81 Express チップセット採用microATXマザーボード、DVDスーパーマルチドライブ、80PLUS BLONZE認定取得500W電源、Windows
8.1 Updateをプリインストールした「NEXTGEAR-MICRO im550SA5-TV」が9万9,800円（税別）となります。
今回紹介する製品は、BTO/カスタムオーダーメイドに対応しており、SSD容量、HDD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28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
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価格

NEXTGEARMICRO
im550SA5-TV

インテル®
Core™ i7-4790プ
ロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX760（ビデオメモリ
2GB）

DDR3 8GB PC312800

1TB SerialATAIIII
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

99,800
円（税
別）

G-Tune ホームページ
マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん推奨パソコン販売ページ
マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん公式サイト

「マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん」の動作確認済み
「マジカルバトルフェスタ・魔法少女☆星咲いおん」の開発を行っている飛翔システムにより、ゲームの動作確認を行った製品となります。 開発者
により、快適な動作が実現できていることを確認されている製品であるため、パソコンのスペックが分からない初心者の方でも安心してゲームを楽し
むことができます。

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-MICRO im550SA5-TV

OS

Windows 8.1 Update 64ビット

CPU

インテル® Core™i7-4790 プロセッサー (4コア/3.60GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応) ※1

CPU FAN

LGA 1150用

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTX760 (ビデオメモリ2GB）

メモリ

8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) /最大16GB (8GB×2)

ストレージ

1TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット

インテル® H81 Express (microATX)
DVDスーパーマルチドライブ

光学ドライブ

(DVD-R DLx12/DVD-RWx13/DVD+R DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx40/CDROMx48/DVD-ROMx22)

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,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Pro Duo,Micro(M2)
含む)、マルチメディアカード(RS,Plus,mobile 含む)、スマートメディアカード、コンパクトフラッシュ(Type I/II)］

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 x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロットx2（空きx1 ※2）

拡張ストレージベイ

5インチベイx1（空きx0）、3.5インチオープンベイｘ1（空きｘ0）、3.5インチシャドウベイｘ3（空きｘ2）、2.5イン
チシャドウベイx1(空きx1）
■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

その他

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1) ●USB2.0ポートx4(前面x2/背面x2) ●USB3.0ポートx2(背
面x1、前面x1) ●DVIポートx2(背面x2) ●DisplayPortx1(背面x1) ●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラ
インアウト/マイクインｘ1（背面x1）●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

電源

500W電源(80PLUS® SILVER)

本体寸法

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

販売価格

99,800円（税別）

※1 インテル® Core™ i5-4460 プロセッサーからの無償アップグレードとなります。
※2 グラフィックスボードによりスロットが占有されます。
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※ 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。
※ 画像はイメージです。
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