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G-Tune、ドラマティックコンボアクションゲーム『ELSWORD』の推奨パソコンをリニューアル！
G-Tuneオリジナル特典をはじめとした、豪華特典が付属する！
～ G-Tuneちゃんをデザインしたオリジナルアクセサリーアイテム ～
2014.11.12

「NEXTGEAR-NOTE i420 シリーズ」

「G-Tuneオリジナルアクセサリー」
※ 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、NHN
PlayArt 株式会社が運営するドラマティックコンボアクションゲーム『ELSWORD』の推奨パソコンをリニューアルし、G-Tuneの公式キャラクター
「G-Tuneちゃん」をデザインしたオリジナル特典をはじめとした、豪華特典が付属する製品として販売を開始します。
また、本製品の発売を記念し、ゲーム内において、「G-Tuneちゃん」が描かれた看板が期間限定で設置されます。
この看板のスクリーンショットを撮影し、投稿することでエルソードオリジナルアイテムが55名の方にあたるキャンペーンも開催します。
モバイル型のノートパソコンでありながら、高性能がグラフィックスを搭載する「NEXTGEAR-NOTE i420シリーズ」より、インテル® Core™ i54210M 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-ES」が9万9,800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、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 11月12日17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

CPU

グラフィックス

NEXTGEAR-NOTE
i420BA1-ES

インテル®
Core™ i54210Mプロセ
ッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX 860M
（GDDR5/2GB）

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

99,800円
（税別）

G-Tune ホームページ
G-Tune『ELSWORD』推奨パソコン販売ページ
『ELSWORD』サイト

G-Tuneちゃんをデザインしたオリジナルアクセサリーアイテムが付属
G-Tuneの公式キャラクター「G-Tuneちゃん」をデザインした、オリジナルアクセサリーアイテムが付属します。

「抱きつきGちゃん（永久）」

「抱きつきTuneちゃん（永久）」

アイテム名：抱きつきGちゃん（永久）

アイテム名：抱きつきTuneちゃん（永久）

説明：G-Tune公式キャラクターコラボアクセサリー。パソコンパーツに

説明：G-Tune公式キャラクターコラボアクセサリー。ゲームがなんだか

詳しくなれそうな気がする。

うまくなれそうな気がする。

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。

「左：Gちゃん（じーちゃん） 右：Tuneちゃん（ちゅーんちゃん）」

アバターアイテムをはじめ、多数のアイテムが付属する！

アイテム名：アイドルバンドアバターセット
アイテム説明：
エリオスで人気絶頂のアイドルバンドアバターです。使用したキャラクター専用のアバターが出現します。

アイテム名：召喚石：突進戦車モビRT(15日)
騎乗ペット：
突進戦車モビRTを召喚します。
騎乗ペットに乗ることで通常よりも早く移動することができ、村やフィールドなどでの移動が
よりスムーズになります。また、より強力な攻撃を繰り出せるようになり、受けるダメージを
半減したり、1秒毎にHPを回復するなど、戦闘に役立つ能力を得られます。

召喚石：突進戦車モビRT(15日)

アイテム名：完全回復ポーション 50個
アイテム説明：
HPとMPを100％回復させることができます。

アイテム名：疲労回復ポーション 15個
アイテム説明：
ダンジョンの入場に必要なキャラクターの疲労度を30％回復させることができます。

アイテム名：ダンジョンの入場に必要なキャラクターの疲労度を30％回復させることができます。
アイテム説明：
獲得経験値を30％増加させることができます。

アイテム名：復活石（5個）キューブ 1個
アイテム説明：
ダンジョンやフィールドで死亡した時、復活することができる復活石が5個入っています。

アイテム名：エルの樹の実 20個
アイテム説明：
ペットの親密度が70％以上でも与えることができる希少なエサアイテム。ペットの満腹度を増加させることが
できます。

アイテム名：忘却ドリンク(15日) 1個
アイテム説明：
スキル習得に使用したスキルポイント(SP)を全てリセットして回収し、新たにスキル習得が可能になります。

アイテム名：強化の護符Lv.6 5個
アイテム説明：
装備品を強化させる魔法の護符。このアイテムを使用することで、一気に6段階強化させることができます。

アイテム名：エンジェルウィング（全キャラクター共通アクセサリー）
アイテム説明：
天使の羽をモチーフにしたアクセサリー（上衣）アイテムです。装備することでさまざまな能力が強化されま
す。

スクリーンショット投稿キャンペーンを開催
『ELSWORD』推奨パソコン発売を記念し、ゲーム内において、「G-Tuneちゃん」が描かれた看板が期間限定で設置されます。この看板のスクリー
ンショットを撮影し、投稿することでエルソードオリジナルアイテムが55名の方にあたるキャンペーンを開催します。キャンペーンは以下URLから参
加可能です。

キャンペーンURL http://fbapp.monipla.jp/campaign/detail/30769

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-NOTE i420BA1-ES

OS

Windows 8.1 Update 64ビット

CPU

インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2コア/2.60GHz/TB時最大3.20GHz/3MB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 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

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)、マルチメディアカード］

液晶パネル

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

99,800円（税別）

Published by NHN PlayArt Corp.
Copyright © KOG Corporation. All rights reserved.
※ 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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