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G-Tune、最新グラフィックス AMD Radeon™ R9 Fury X を搭載したゲーミングパソコンを販売開始！
～超高性能且つ水冷化による静音性も兼ね備えたウルトラハイエンドゲーミングパソコン～
2015.06.25

NEXTGEAR-MICRO im550PA6-SP2-W7
※画像はイメージです。※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、以下マウスコンピューター）は、最新グラフィックス AMD Radeon™
R9 Fury X を搭載したゲーミング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-MICRO シリーズ」からAMD Radeon™ R9 Fury X、標準で
4.00GHz で駆動する高性能 CPU インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー、16GB の大容量メモリを搭載した「NEXTGEAR-MICRO im550PA6-SP2W7」を、21万 9,800円（税別）のコストパフォーマンスで実現。
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 25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。
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NEXTGEARMICRO
im550PA6SP2-W7

インテル® Core™ i74790K プロセッサー

AMD Radeon™ R9 Fury X (ビデ
オメモリ 4GB / HBM)

16GB

2TB ハード
ディスク

インテル® H81
Express チップセット

-

Windows® 7 Home
Premium 64ビット

21万9,800円
（税別）

NEXTGEAR-MICRO im550PA6-SP2-W7 販売ページ

新製品概要
最新グラフィックス AMD Radeon™ R9 Fury X を搭載
最新ハイエンドグラフィックスである AMD Radeon™ R9 Fury X を搭載しています。次世代グラフィックスメモリ HBM を搭載し、従来のグラフィッ
クスメモリの速度や容量が原因で快適な 3D 描写ができなかった場面においても、次世代グラフィックスならではの強力なパワーで、美麗な映像描写
を可能とします。
また、従来の 8 倍となる 4096 ビットのメモリバンド幅を持っているため、通常の 3D ゲームよりも更に負荷のかかるVRコンテンツをプレイするのに
最適な環境を実現します。

ゲームに特化した内部構造
Micro-ATX タイプのコンパクトな形状でありつつも、大型のグラフィック
スカードを余裕を持って搭載可能な特殊な内部構造。
前面下部に設置された 1 つの吸気 FAN と、前面中央部・上部・背面に設
置された排気 FAN により、効率的なエアフローを実現。
ゲーミングパソコンに求められるグラフィックス性能を存分に発揮するた
めに、エアフローに強くこだわった製品です。

放熱性を重要視したメッシュ加工と快適なメンテナンス性
ゲーミング性能の向上と発熱量の上昇は切っても切り離せない関係があり
ます。
NEXTGEAR-MICRO は前面パネルと側面パネルにメッシュ加工が施された
大口径エアインテークを装備。さらにケース前面に 2 つの FAN をつける
ことにより、ケースのエアフローを極限まで高めています。
また、前面パネルの一部分は簡単に取り外しが可能な構造となっている
為、メンテナンスも容易な構造になっています。
※中段フロントファンは、AMD Radeon™ R9 Fury X のラジエータを取り
付けております。

Micro-ATX でありながら豊富なシャドウベイを搭載
3.5 インチシャドウベイを 3 基（下部に 2.5 インチ共用ベイ 1 基搭載）、
2.5 インチシャドウベイを 1 基搭載しています。
そのため、SSD × 2 ＋ ハードディスク × 2 といった強力なデータストレー
ジの構築が可能です。

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

製品型番

NEXTGEAR-MICRO im550PA6-SP2-W7

OS

Windows® 7 Home Premium 64ビット

プロセッサー

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)

グラフィックス

AMD Radeon™ R9 Fury X (ビデオメモリ 4GB / HBM)

メモリ

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

ストレージ

2TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

チップセット

インテル® H81 Express

光学ドライブ

-

カードリーダー

-

サウンド

ハイデフィニション・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)
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 (102 キー)

その他

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)
●DisplayPort 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)

電源

1200W電源 (80PLUS® GOLD)

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

219,800円（税別）

※リリース公開時から以下の点を修正させて頂いております。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
■最新グラフィックス AMD Radeon™ R9 Fury X を搭載
誤) また、従来の 4 倍となる 4096 ビットのメモリバンド幅を持っているため
正) また、従来の 8 倍となる 4096 ビットのメモリバンド幅を持っているため
■ゲームに特化した内部構造
誤) 前面に設置された 2 つの吸気 FAN と、上部・背面に設置された排気 FAN により、効率的なエアフローを実現。前面中央部の FAN によりグラフィックスカードを、前面下
部の FAN によりハードディスクの冷却が行われます。
正) 前面下部に設置された 1 つの吸気 FAN と、前面中央部・上部・背面に設置された排気 FAN により、効率的なエアフローを実現。

※ 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。
※ AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.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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