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G-Tune、MMORPG「ECHO OF SOUL」推奨パソコンを発売！！
～ 「タイガー[幽霊]」を含む豪華9種類のゲーム内アイテムを付属 ～

2015.07.22

マウスコンピューターTOP > G-Tune、MMORPG「ECHO OF SOUL」推奨パ…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR-MICROシリーズ」 「NEXTGEAR-NOTE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、
Windows®対応オンラインMMORPG「ECHO OF SOUL」の推奨パソコンを発売します。 

本製品には、「タイガー[幽霊]」をはじめとした豪華全9種類の特典が付属します。

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、320GBハードデ
ィスク（5400rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX™ 750、インテル® H81 Express チップセット採用、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 im550BA13-SP-EOS」が7万9,800円。「NEXTGEAR-MICRO im550BA13-SP-EOS」をベ
ースに500GBハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX™ 960を搭載した「NEXTGEAR-MICRO im550SA8-EOS」が9万4,800円となり
ます。

モバイルサイズでありながら最新グラフィックスを搭載した「NEXTGEAR-NOTE i3500シリーズ」より、インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ
ー、4GB メモリ、320GB ハードディスク（5400rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX™ 960M、13.3 型フル HD ノングレア液晶、Windows 8.1 update

をプリインストールした「NEXTGEAR-NOTE i3500BA1-EOS」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、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 7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、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

NEXTGEAR-MICRO シリーズ

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 OS 価格

NEXTGEAR-MICRO
iim550BA13-SP-EOS インテル® Core™ i5-

4460プロセッサー

NVIDIA® GeForce® GTX™
750（ビデオメモリ1 

GB） DDR3 8GB
PC3-12800

320GB SerialATAII
HDD 5400rpm インテル® H81

Expressチップセッ
ト

Windows 8.1
Update 64ビット

79,800円
（税別）

NEXTGEAR-MICRO
im550SA8-EOS

NVIDIA® GeForce® GTX™
960（ビデオメモリ2GB）

500GB SerialATAIII
HDD 7200rpm

94,800円
（税別）

NEXTGEAR シリーズ

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 液晶パネル OS 価格

NEXTGEAR-
NOTE

i3500BA1-EOS

インテル® Core™ 
i3-4100Mプロセッサ

ー

NVIDIA® GeForce® GTX™
960M（ビデオメモリ2GB）

DDR3L
4GB PC3-

12800

320GB
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

(1,92 
0x1,080)

Windows 8.1
update 64ビッ

ト

109,800
円（税
別）

G-Tuneホームページ

G-Tune「ECHO OF SOUL」推奨パソコン販売ページ

推奨パソコン特典アイテム

特典アイテムは合計9種類！

ECHO OF SOULをより快適にプレイする事ができるアイテムとして【乗り物】のタイガー[幽霊]を含む全9種類の 豪華ゲーム内アイテムが付属！

Published by NHN PlayArt Corp. 

Copyright © Nvius Corporation. All Rights Reserved.

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 im550BA13-SP-EOS NEXTGEAR-MICRO im550SA8-EOS

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)

CPU FAN LGA 1150用

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX™ 750 (ビデオメモリ1GB） NVIDIA® GeForce® GTX™ 960 (ビデオメモリ2GB）

メモリ 8GB PC3-12800 DDR3 (8GBx1) /最大16GB (8GBx2)

ストレージ 320GB SerialATAII HDD 5400rpm 500GB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® H81 Express

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）

拡張ストレージ
ベイ

5インチベイx1（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x3(空きx3)、2.5インチシャドウベイx1（空きx0）

5インチベイx1（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x3(空きx2)、2.5インチシャドウベイx1（空きx1）

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 (102 キー)

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx1 (背面x1) ●USB2.0ポ
ートx4 (背面x2、前面x2) ●USB3.0ポートx2 (背面x1 前面x1 ) ●DVI ポート
x2 (背面x2)  ●サウンド 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 (背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000Mbpsギガビット

LAN (背面x1)

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx1 (背面x1) ●USB2.0ポ
ートx4 (背面x2、前面x2) ●USB3.0ポートx2 (背面x1 前面x1 ) ●DVI ポート
x1 (背面x1)  ●DisplayPort ポートx3 (背面x3) ●サウンド 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 (背面x1) ●LANポート

x1 10/100/1000MbpsギガビットLAN (背面x1)

電源 500W (80PLUS® SILVER)

本体寸法 196 (幅)x430 (奥行き)x417 (高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間x365日電話サポート

販売価格 79,800円（税別） 94,800円(税別)

NEXTGEAR-NOTE シリーズ

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i3500BA1-EOS

OS Windows 8.1 update 64ビット

CPU インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2コア/2.50GHz/3MBキャッシュ/HT対応)

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

メモリ 4GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (4GBx1) /最大16GB (8GBx2)

ストレージ 320GB シリアルATA II HDD (5400rpm)

チップセット インテル® HM87 Express

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(LEDバックライト 1,920x1,080)

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

その他

タッチパッド、テンキー付日本語キーボード、Sound Blaster CINEMA2

■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5.2時間(JEITA2.0)

重量 約2.1kg

本体寸法 330(幅) x 227(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x365日電話サポート

販売価格 109,800円（税別）

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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