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G-Tune、世界中で人気沸騰中のWorld of Tanks推奨パソコンを発売！！ 
～ 戦車と共に戦場を駆け巡ろう！ ～

2015.05.12

マウスコンピューターTOP > G-Tune、世界中で人気沸騰中のWorld of Tanks推…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR-MICROシリーズ」 「NEXTGEARシリーズ」

※画面はイメージです。

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、
World of Tanks推奨パソコンを発売します。

抜群のコストパフォーマンスを誇る「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）、NVIDIA® GeForce® GTX™ 960、80PLUS® Silver認定取得500W電源、Windows 8.1 Updateをプリインストールした
「NEXTGEAR-MICRO im550SA8-WOT」が9万4,800円。「NEXTGEAR-MICRO im550SA8-WOT」をベースにインテル® Core™ i7-4790プロセッサ
ー、1TBハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX™ 970を搭載した「NEXTGEAR-MICRO im550GA6-WOT」が12万9,800円となりま
す。

高い冷却性と優れたメンテナンス性を実現した「NEXTGEARシリーズ」より、インテル® Core™ i7-4790K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）、DVDスーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX™ 980、80PLUS® BRONZE認定取得700W電源、
Windows 8.1 Updateをプリインストールした「NEXTGEAR i640PA5-SP-WOT」が17万9,800円となります。

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 5月12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 メモリ ストレージ
チップセッ
ト

光学ドライブ OS 価格

NEXTGEAR-
MICRO

im550SA8-WOT

インテル® Core™ i5-
4460プロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX™960（ビデオメ

モリ2GB） DDR3 8GB
PC3-12800

500GB シリアル
ATAIII HDD

7200rpm
インテル®

H81
Expressチ
ップセット

-

Windows 8.1
Update 64ビット

94,800円
（税抜）

NEXTGEAR-
MICRO

im550GA6-WOT

インテル® Core™ i7-
4790プロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX™970（ビデオメ

モリ4GB）

1TB シリアル
ATAIII HDD

7200rpm

129,800円
（税抜）

NEXTGEAR
i640PA5-SP-

WOT

インテル® Core™ i7-
4790Kプロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX™980（ビデオメ

モリ4GB）

デュアルチャ
ネルDDR3
16GB PC3-

12800

2TB シリアル
ATAIII HDD

7200rpm

インテル®
Z97

Expressチ
ップセット

DVDスーパーマルチ
ドライブ

179,800円
（税抜）

G-Tuneホームページ

G-Tune「World of Tanks」推奨パソコン販売ページ

キャンペーン

World of Tanks推奨PCの購入でWorld of Tanksゲーム内で使える「招待コード＆ボーナスコード」と 
引き換えができるシリアルカードをプレゼント!!

・招待コード（新規会員登録時のみ利用可能なコード）  

・ボーナスコード（Wargaming.net IDを保有する方であれば誰でも利用可能なコード） 

招待コード＆ボーナスコードの詳細は特設のキャンペーン応募サイトをご確認ください!! 

応募サイト https://club-extreme.intel.jp/r/wot  

特典に関するお問い合わせは以下事務局までお願いいたします。
お問い合わせ先（メール）： World of Tanks推奨PC事務局(IntelR Club Extreme内 ) 

info@club-extreme.intel.jp

ゲーム紹介

World of Tanksとは

World of Tanks は、チーム戦形式の大規模マルチプレイヤー・オンラインゲームであり、20 世紀中盤の装甲車両同士の戦いを題材としています。他
の鉄のカウボーイたちと肩を並べて壮大な戦車戦に挑み、世界の覇権をかけて戦いましょう!

© 2009–2015 Wargaming.net All rights reserved. 

Powered by BigWorld Technology™ ©

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。)

新製品概要 「NEXTGEAR-MICROシリーズ」

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550SA8-WOT NEXTGEAR-MICRO im550GA6-WOT

OS Windows 8.1 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時最大
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時最大
4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

CPU FAN LGA 1150用

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 (ビデオメモリ2GB） NVIDIA® GeForce® GTX™ 970 (ビデオメモリ4GB）

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

ストレージ 500GB シリアルATAIII HDD 7200rpm 1TB シリアルATAIII HDD 7200rpm

チップセット H81 Express (Micro ATX)

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)

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)

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

■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 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1、前面×1)
●DVI ポート×1 (背面×1) ●Display Port ポート×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)

■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 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1、前面×1)
●DVI ポート×2 (背面×2) ●Display Port ポート×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)

電源 500W (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 94,800円（税抜） 129,800円（税抜）

新製品概要 「NEXTGEARシリーズ」

製品型番 NEXTGEAR i640PA5-SP-WOT

OS Windows 8.1 Update 64ビット

CPU 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)

CPU FAN LGA 1150用

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX™ 980 (ビデオメモリ4GB）

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

ストレージ 2TB シリアルATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® Z97 Express (ATX)

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

カードリーダー マルチカードリーダー

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×2（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×3)

その他

■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)

■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 700W (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 179,800円（税抜）

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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