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G-Tune、最新グラフィックスNVIDIA® GeForce® GTX™ 980Tiを搭載したゲームパソコンを販売開始！
～超高性能グラフィックス搭載PCがついに発売～

2015.06.22

マウスコンピューターTOP > G-Tune、最新グラフィックスNVIDIA® GeForce®…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR i640PA5-SP3」

※液晶ディスプレイは付属しません

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、最新グラフィックスNVIDIA® GeForce® GTX™ 980Tiを搭載したゲ
ームパソコンを販売開始します。

最新グラフィックスを搭載しつつも、優れたコストパフォーマンスを誇る「NEXTGEAR i640PA5-SP3」として、NVIDIA® GeForce® GTX™ 980Ti、
標準で4.0GHｚで駆動する高性能CPU インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー、32GBもの大容量メモリを搭載し、22万9,800円（税別）のコスト
パフォーマンスを実現しました。

今回発表する製品は、BTO/カスタムオーダーメイドに対応しており、高速なシステムアクセスを可能とするSSDの追加搭載や、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6 月22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、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
i640PA5-SP3

インテル® Core™ i7-
4790Kプロセッサー

NVIDIA® GeForce® GTX™
980Ti（ビデオメモリ6GB）

デュアルチ
ャネル 

DDR3 32GB
PC3-12800

2TB
SerialATAIIII

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

Windows 8.1
Update 64ビッ

ト

229,800
円（税
別）

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR i640PA5-SP2販売ページ

ゲーム用途に特化した内部構造となる独自の「NEXTGEARシャーシ」を採
用。デッドスペースの要因となりがちな、マザーボードが持つポート数よ
りも多い分のハードディスクゲージを大胆にカットし、大型のグラフィッ
クスカードを余裕を持って搭載可能とするスペースを確保。

フロントに搭載された冷却FANと、グラフィックスカード搭載箇所に直接
吸気するように設計されたサイドパネルにより、新鮮な空気をグラフィッ
クスカードに直接送り込むことができ、熱量の高いグラフィックスカード
も安心して搭載することができます。

フロントパネルに搭載されたメッシュパネルはワンタッチで容易に取り外
しが可能です。

また、メッシュパネルに取り付けられた防塵フィルターも簡単に取り外し
ができるようになっているため、長期間の使用に伴うホコリなどの清掃も
容易に行うことができます。

フロント I/O ポートは利便性を考慮してケース天面に設置し、パソコンデ
スク下に本機を設置した場合でも、容易なアクセスが可能です。

USB3.0 を 2 つ、USB2.0 を 2 つ、マイク・ヘッドフォン端子、マルチカ
ードリーダーといった豊富な I/O ポートを設けています。

新製品概要

最新グラフィックスNVIDIA® GeForce® GTX™ 980Tiを搭載

最新ハイエンドグラフィックスであるNVIDIA® GeForce® GTX™ 980Tiを搭載しています。最新アーキテクチャであるMaxwellを採用する事でパフォ
ーマンスのみならず、今まで以上の電力効率性を実現。従来のハイエンドグラフィックスとなるNVIDIA® GeForce® GTX™ 980と比較し、3D描画性
能が約30％向上。超解像4K ディスプレイ上でのゲーミング体験、バーチャル・リアリティにおける3D高速描画をさらに快適なものとします。

＜3D性能ベンチマークテスト＞ 

上：Core i7-4790K、NVIDIA® GeForce® GTX™ 980Ti、Windows8.1 

下：Core i7-4790K、NVIDIA® GeForce® GTX™ 980、Windows8.1

ゲームに特化した内部構造

脱着式メッシュパネルによる快適なメンテナンス性

利便性を考慮したI/Oポート

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。)

新製品詳細

製品型番 NEXTGEAR i640PA5-SP3

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

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX™ 980Ti (ビデオメモリ6GB）

メモリ 32GB PC3-12800 DDR3 (8GB×4) /最大32GB (8GB×4)

ストレージ 2TB SerialATAIII 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 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）

その他

■付属ハードウェア：G-Tuneオリジナル オプティカル6ボタンマウス、G-Tuneオリジナル Accurate Keyboard

■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電源(80PLUS® BLONZE)

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 229,800円（税別）

※ ベンチマークのスコアに誤りがございましたので、下記のとおり訂正させて頂きます。 
皆様には大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
【訂正箇所】
（誤）
＜3Dmark Graphics score＞ 
上：GTX 980 Ti 14058 
下：GTX 980 11153
(正) 
＜3Dmark Graphics score＞ 
上：GTX 980 Ti 16938 
下：GTX 980 13108

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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