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G-Tune、新しい特典アイテムが付属する『TERA™』 推奨パソコンを販売開始！
～ 豪華アバターアイテムが付属する！ ～
2014.10.20

「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」

「NEXTGEAR シリーズ」

「NEXTGEAR-NOTE i420 シリーズ」

※ディスプレイは別売りです。 ※ 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」より、株
式会社ゲームオン(代表取締役社長：李

相燁、本社：東京都)が運営するファンタジーMMORPG『TERA™』の推奨パソコンを2014年10月20日15時

より販売いたします。
本製品には、豪華アバターアイテムをはじめとした、特典アイテムが付属します。
圧倒的なコストパフォーマンスを実現するゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」より、インテル® Core™ i5-4460プロ
セッサー、8GBメモリ、500GBハードディスク（7200rpm）、AMD Radeon™ R7 250X、80PLUS SILVER認定取得500W電源、Windows 8.1
Update 64ビットをプリインストールした「NEXTGEAR-MICRO im550BA6-SP-TERA」が6万9,800円（税別）。「NEXTGEAR-MICRO im550BA6SP-TERA」をベースに、インテル® Core™ i7-4790プロセッサー、NVIDIA® GeForce®GTX760を搭載した「NEXTGEAR-MICRO im550SA5TERA」が9万9,800円（税別）となります。
高い拡張性とメンテナンス製を誇るゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR シリーズ」より、インテル® Core™ i7-4790Kプロセッサー、
16GBメモリ、2TBハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce®GTX970、80PLUS BRONZE認定取得700W電源、Windows 8.1をプリインスト
ールした「NEXTGEAR i640GA4-TERA」が13万9,800円（税別）。「NEXTGEAR i640GA4-TERA」をベースに、NVIDIA® GeForce®GTX980を搭載
した「NEXTGEAR i640PA3-TERA」が16万9,800円（税別）となります。
持ち運びも可能なモバイルゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i420シリーズ」より、TERAのエントリーモデルとして、インテル®
Core™ i7-4710MQプロセッサー、8GBメモリ、500GBハードディスク（5400rpm）、NVIDIA® GeForce®GTX860M、13.3型 フルHDノングレア液
晶、Windows 8.1をプリインストールした「NEXTGEAR-NOTE i420BA1-SP-TERA」が10万9,800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、CPUや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 10月20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。

新製品の主なスペック

機種名

CPU

グラフィックス

NEXTGEAR-MICRO
im550BA6-SP-TERA

インテル®
Core™ i54460プロセ
ッサー

AMD Radeon™ R7
250X（ビデオメモリ
1GB）

NEXTGEAR-MICRO
im550SA5-TERA

インテル®
Core™ i74790プロセ
ッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX 760（ビデオメモ
リ2GB）

NEXTGEAR i640GA4TERA

グラフィックス

NEXTGEAR-NOTE
i420BA1-SP-TERA

インテル®
Core™ i74710MQプロ
セッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX 860M
（GDDR5/2GB）

インテル®
Z97 Express
チップセッ
ト

2TB
SerialATAIII
HDD 7200rpm

価格

OS

69,800円
（税別）

インテル®
H81
Expressチッ
プセット

500GB
SerialATAIII
HDD 7200rpm

デュアルチャネルDDR3
16GB PC3-12800

NVIDIA® GeForce®
GTX 980（ビデオメモ
リ4GB）

CPU

光学ドライブ

Windows 8.1
Update 64ビ
ット

NVIDIA® GeForce®
GTX 970（ビデオメモ
リ4GB）

機種名

チップセッ
ト

ストレージ

DDR3 8GB PC3-12800

インテル®
Core™ i74790Kプロ
セッサー

NEXTGEAR i640PA3TERA

メモリ

99,800円
（税別）

139,800円
（税別）

DVDスーパーマ
ルチドライブ

169,800円
（税別）

メモリ

ストレージ

チップセット

ディスプレイ

OS

価格

DDR3L 8GB PC3-12800

500GB
SerialATAII
HDD 5400rpm

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
Update 64ビ
ット

109,800円
（税別）

G-Tune ホームページ
G-Tune「TERA」推奨パソコン販売ページ

『TERA』とは
『TERA :The Exiled Realm of Arborea』は、圧巻の美しいグラフィックとフリーターゲッティングシステムによる爽快アクションを基本無料で堪能で
きる、ファンタジーMMORPGの最高峰です。

【公式サイト】
http://www.teraonline.jp/
【株式会社ゲームオン】
http://www.gameon.co.jp/
Copyright ©Bluehole Studio Inc. All rights reserved.
Copyright ©GameOn Co., Ltd. All rights reserved.

豪華特典アイテムが付属

【G-Tune特典】
アイテム名： ベーシックメイドスーツ
アイテム説明：
帰宅するご主人様をやさしく迎えてくれる、慎ましいメイドの服。ファンションウィンドウの
「胴」部分に装着できる。
アイテム属性：
女性専用、Lv1以上使用可能、着用時帰属、トレード不可、商店処分不可、ギルド倉庫保管不可
アバターイメージ

アイテム名： サーバントスーツ
アイテム説明：
お嬢様や旦那様を陰ながら見守る、控えめな執事のスーツ。ファンションウィンドウの「胴」
部分に装着できる。
アイテム属性：
男性専用、Lv1以上使用可能、着用時帰属、トレード不可、商店処分不可、ギルド倉庫保管不可
※自分のキャラクターにあったアバターを1つ獲得できます。

アイテム名：【スキル書】雌獅子召喚
アイテム説明：
騎乗可能な雌獅子を召喚するスキルを習得できる。移動速度280
アイテム属性：
Lv1以上使用可能、トレード不可、ギルド倉庫保管不可

雌獅子召喚イメージ

アイテム名：ポポリメダル500枚
アイテム説明：
ゲーム内メインメニュー「ショップ>ポポリメダルショップ」より、様々なアイテムとの交換ができるアカウ
ント内共有メダル。

アイテム名：ビギナーズパッケージ
アイテム説明：
サーバー内の倉庫拡張アイテムや各種便利アイテムなど、これからTERAを始める方に必要なとてもお得なアイテムセット
アイテム属性：
Lv1以上使用可能、トレード不可、商店処分不可、ギルド倉庫保管不可
＜内訳＞
アイテム名：高速成長100（10日）×1
アイテム説明：
10日間、狩りによる獲得経験値が100％増加。※キャラクターレベル上限に達している場合は使用できませ
ん。

アイテム名：交渉の名手100（10日）×1
アイテム説明：
10日間、クエストによるゴールド報酬が100％増加。

アイテム名：倉庫拡張×1
アイテム説明：
サーバー内での倉庫を1タブ（72スロット）追加できる。※倉庫の最大タブ数は1サーバーあたり4タブ

アイテム名：【連合補給品】ポーション×10
アイテム説明：
効果中に一定量のHPが持続回復し、全HPの75％が回復される。

アイテム名：【連合補給品】マナポーション×10
アイテム説明：
効果中に一定量のMPが持続回復し、全MPの75％が回復される。

アイテム名：レリンのマジックバンデージ×50
アイテム説明：
効果中に一定量のHPが持続回復し、計100％のHPが回復される。

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。)

新製品の詳細スペック （デスクトップ）

製品型番

NEXTGEAR-MICRO im550BA6-SPTERA

NEXTGEAR-MICRO im550SA5TERA

OS

NEXTGEAR i640GA4-TERA

NEXTGEAR i640PA3-TERA

Windows 8.1 Update 64ビット
インテル® Core™i5-4460 プロセッ
サー (4コア/3.20GHz/TB時最大
3.40GHz/6MBキャッシュ)

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)

CPU FAN
グラフィ
ックス

インテル® Core™i7-4790K プロセッサー (4コア/4.00GHz/TB時最大
4.40GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

LGA 1150用
AMD Radeon™ R7 250X（ビデオメ
モリ1GB）

NVIDIA® GeForce® GTX 760（ビデ
オメモリ2GB）

NVIDIA® GeForce® GTX 970（ビデオ
メモリ4GB）

NVIDIA® GeForce® GTX 980（ビデオ
メモリ4GB）

メモリ

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

デュアルチャネル16GB PC3-12800 DDR3 (8GB×2) /最大32GB (8GB×4)

ストレー
ジ

500GB SerialATAIII HDD 7200rpm

2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセ
ット

インテル® H81 Express (microATX)

インテル® Z97 Express (ATX)
DVDスーパーマルチドライブ

光学ドラ
イブ

-

カードリ
ーダー

(DVD-R DLx12/DVD-RWx13/DVD+R DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVDRAMx12/CD-Rx48/CD-RWx40/CD-ROMx48/DVD-ROMx22)
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x1（空きx0）、PCI Express x1スロットx2（空き
x1）※

PCI Express x16スロットx2（空きx1）、PCI Express x1スロットx4（空きx4）

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：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)

その他

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

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)

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×1
(背面×1) ●DisplayPort×3 (背面×3) ●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)

電源

500W電源(80PLUS SILVER）

700W電源(80PLUS® BRONZE)

本体寸法

196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ) mm

保証期間
販売価格

1年間無償保証・24時間×365日電話サポート
69,800円（税別）

99,800円（税別）

139,800円（税別）

169,800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。

新製品の詳細スペック （ノート）

製品型番

NEXTGEAR-NOTE i420BA1-SP-TERA

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

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

ストレージ

500GB SerialATAII HDD 5400rpm

チップセット

インテル® HM87 Express

光学ドライブ

-

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

13.3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

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：●USB3.0 ポートx3 ●USB2.0 ポートx1 ●HDMI 出力ポートx1 ●D-sub 出力ポートx1 ●サウンド ヘッドフォン出力x1、マイク入力x1 ●LAN
ポートx1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN

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 DC120W）

動作時間

約5.4時間

重量

約2.1kg

本体寸法

330(幅) x 277(奥行き) x 31.9(高さ（折りたたみ時）) 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

109,800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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