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G-Tune、最新CPU インテル® Core™ i7-5960X プロセッサー搭載ゲームパソコンを販売開始！
～ 最新チップセット インテル® X99 Express採用製品を多数用意 ～
2014.09.01

NEXTGEAR シリーズ
※ 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、最
新チップセット インテル® X99 Expressを採用したゲーミングパソコンを販売します。また、最新CPU インテル® Core™ i7-5960X プロセッサーを
搭載したハイエンドモデルの販売も行います。
高い冷却性とメンテナンス製を誇る「NEXTGEARシリーズ」より、インテル® Core™ i7-5820K プロセッサー、16GBメモリ（PC4-17000）、2TBハ
ードディスク（7200rpm）、AMD Radeon™ R9 280、インテル® X99 Express チップセット採用ATXマザーボード、DVDスーパーマルチドライブ、
80PLUS BRONZE認定取得700W電源、Windows 8.1

Update 64ビットをプリインストールした「NEXTGEAR i850BA1-SP」が15万9,800円（税

別）。「NEXTGEAR i850BA1-SP」をベースに、32GBメモリ（PC4-17000）、NVIDIA® GeForce® GTX770を搭載した「NEXTGEAR i850SA1」が
19万9,800円（税別）。「NEXTGEAR i850SA1」をベースに、インテル® Core™ i7-5930K プロセッサー、AMD Radeon™ R9 290Xを搭載した
「NEXTGEAR i850GA1-SP」が24万9,800円（税別）。「NEXTGEAR i850GA1-SP」をベースに、インテル® Core™ i7-5960X プロセッサー エクス
トリーム・エディション、大容量64GBメモリ（PC4-17000）、NVIDIA® GeForce® GTX780Tiを搭載した「NEXTGEAR i850PA1-SP」が36万9,800
円（税別）となります。
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、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 9月1日午前10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

機種名

グラフィックス

メモリ

AMD Radeon™ R9
280（ビデオメモリ
3GB）

デュアルチャネル
DDR4 16GB
PC4-17000

CPU

NEXTGEAR
i850BA1-SP
NEXTGEAR
i850SA1

インテル®
Core™ i75820Kプロセ
ッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX770（ビデオメモ
リ2GB）

NEXTGEAR
i850GA1-SP

インテル®
Core™ i75930Kプロセ
ッサー

AMD Radeon™ R9
290X（ビデオメモリ
4GB）

NEXTGEAR
i850PA1-SP

インテル®
Core™ i75960Xプロセ
ッサーエクス
トリーム・エ
ディション

NVIDIA® GeForce®
GTX780Ti（ビデオメ
モリ3GB）

ストレージ

クアッドチャネル
DDR4 32GB
PC4-17000

チップセット

光学ドライブ

価格

OS

159,800円
（税別）
199,800円
（税別）
インテル® X99
Expressチップセッ
ト

2TB SerialATAIII
HDD 7200rpm

DVDスーパーマ
ルチドライブ

Windows 8.1
Update 64ビ
ット

クアッドチャネル
DDR4 64GB
PC4-17000

249,800円
（税別）

369,800円
（税別）

G-Tune ホームページ
NEXTGEAR シリーズ販売ページ

ハイエンドモデルに最新CPU インテル® Core™ i7-5960X プロセッサーエクストリーム・エディションを
搭載しスペックアップを実現！
ハイエンドモデルには、8コア16スレッドの最新CPU「インテル® Core™ i7-5960X プロセッサー エクストリーム・エディション」を搭載。
従来のハイエンドCPUとなる「インテル® Core™ i7-4960X プロセッサーエクストリーム・エディション」と比較し、ゲームプレイの性能向上が見込
めるのは勿論、マルチコア環境を最大限に生かす動画処理などに高い性能を発揮します。

＜測定環境＞
・Corei7-4960X / GeForce GTX780 / 32GBメモリ（8GB x4/PC3-14900） / 1TB HDD 7200rpm / Windows 8.1
・Corei7-5960X / GeForce GTX780 / 32GBメモリ（8GB x4/PC4-17000） / 1TB HDD 7200rpm / Windows 8.1

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 i850BA1-SP

NEXTGEAR i850SA1

OS

CPU

NEXTGEAR i850GA1-SP

NEXTGEAR i850PA1-SP

Windows 8.1 Update 64ビット
インテル® Core™i7-5820K プロセッサー (6コア/3.30GHz/TB時最大3.60GHz/HT対
応/15MBキャッシュ)

インテル® Core™i7-5930K プロセ
ッサー (6コア/3.50GHz/TB時最大
3.70GHz/HT対応/15MBキャッシュ)

インテル® Core™i7-5960X プロセ
ッサー エクストリーム・エディシ
ョン (8コア/3.00GHz/TB時最大
3.50GHz/HT対応/20MBキャッシュ)

CoolerMaster サイドフローCPUクーラー Hyper 212 EVO

CPU FAN
グラフィ
ックス

AMD Radeon™ R9 280（ビデオメモリ3GB）

メモリ

デュアルチャネル16GB PC4-17000 DDR4 (8GB×2)
/最大64GB (8GB×8)

NVIDIA® GeForce® GTX770
（ビデオメモリ2GB）

AMD Radeon™ R9 290X（ビデオ
メモリ4GB）

クアッドチャネル32GB PC4-17000 DDR4 (8GB×4) /最大64GB
(8GB×8)

ストレー
ジ

2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセ
ット

インテル® X99 Express (ATX)

NVIDIA® GeForce® GTX780Ti（ビ
デオメモリ3GB）
クアッドチャネル64GB PC4-17000
DDR4 (8GB×8) /最大64GB
(8GB×8)

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/CD-ROMx48/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,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Micro(M2) 含む)、xDピクチャーカード、マルチメディアカード
(MMC4.0 含む)］

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x2（空きx1）、PCI Express x8スロットx2（空きx2）、PCI Express x1スロットx2（空きx1※）

拡張スト
レージベ
イ

5インチベイx2（空きx1）、3.5インチオープンベイｘ1（空きｘ1）、3.5インチシャドウベイｘ4（空きｘ3）
■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)

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x10(背面x8、前面x2) ●DVIポート
x1(背面x1) ●Mini DisplayPortx2(背面x2) ●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）● S/PDIFx1（オ
プティカル/角型 背面ｘ1） ●LANポートx1
10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

■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x10(背面x8、前面x2) ●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） ● S/PDIFx1（オプティカル/角
型 背面ｘ1） ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)

電源

700W電源(80PLUS® BRONZE)

本体寸法

190 (幅)×543 (奥行き)×450 (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

159,800円（税別）

199,800円（税別）

249,800円（税別）

369,800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。

※ 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。

商品ラインアップ

ご利用ガイド

サポート情報

店舗情報

デスクトップPC

ご購入方法について

購入後のお問い合わせ

仙台

ノートPC

お支払い方法について

故障診断・修理ご依頼

秋葉原

ゲームPC（G-Tune）

送料・配送について

製品FAQ

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

クリエイターPC（DAIV）

営業日のご案内

各種ダウンロード

春日部

ビジネスPC（MousePro）

返品について

名古屋

タブレットPC

よくあるご質問

大阪

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

博多

iiyama液晶ディスプレイ
周辺機器＆IoT製品

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.

