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G-Tune、e-sports大会「Logicool G CUP 2015」協賛記念コラボレーションモデルを販売開始
～ 「e-sports SQUARE AKIHABARA」にもコラボレーションモデル専用ブースが登場 ～

2015.08.18

マウスコンピューターTOP > G-Tune、e-sports大会「Logicool G CUP 2015」…
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NEXTGEAR-MICRO im550BA13-SP-e-sports

※ 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、e-sports大会「Logicool G CUP 2015」への協賛を記念した、
Logicool Gとのコラボレーションゲーミングパソコン「NEXTGEAR-MICRO im550BA13-SP-e-sports」を販売開始します。

Logicool GのG310 コンパクト メカニカル ゲーミング キーボード、高精度のオプティカルゲーミングセンサー搭載のG303 パフォーマンス エディシ
ョン ゲーミングマウスを高性能ゲームパソコンとセットにした、勝利を目指すe-sportsプレイヤーに向けた製品です。

また、e-sports専用施設となる「e-sports SQUARE AKIHABARA」内に、本製品によるゲームプレイを体験可能な専用ブースが設けられ、実際の挙動
を確かめることが可能です。

本製品は、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 8月18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（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
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新製品概要

e-sports大会「Logicool G CUP 2015」協賛記念コラボレーションモデル

株式会社ロジクール主催による、日本でのe-sports普及のため、 1.プレイヤーの裾野拡大、2.コミュニティーの活性化、3.チーム結成の促進を目的と
した、日本のe-sportsオーガナイザー4団体の参画によって各コミュニティーを集約する国内最大規模の「League of Legends」を使用した大会
「Logicool G CUP 2015」に、G-Tuneが協賛。 

これを記念したLogicool GとG-Tuneのコラボレーションモデルとなります。

大会に使用されるゲームタイトル「League of Legends」は、Riot Games社からリリースされている、世界の月間アクティブプレイヤー人口6700万
人、同時接続750万人、世界各地で大会が開催されている人気のゲームタイトルです。

※League of LegendsおよびRiot Gamesは、Riot Games, Inc.の登録商標です。 

※当大会は株式会社ロジクール主催のものであり、 Riot Games社とは関係がございません。

 

Logicool GのG310 コンパクト メカニカル ゲーミング キーボード、高精度のオプティカルゲーミングセンサー搭載のG303 パフォ
ーマンス エディション ゲーミングマウスが付属

「G310」は1.5mmのアクチュエーションにより、標準的なメカニカルスイッチと比較して最大25%の高速キー入力を実現する独自の「ROMER-G メ
カニカルキー」を搭載しつつも、幅390.5mm、奥行185.2mm、高さ35.5mmのコンパクトなサイズを実現。

「勝つためのプレイに必要なボタンのみを残したコンパクトなサイズにより、デスク上の場所を取らないため、大きなマウス操作に必要なスペースを
確保可能です。

「G303」は、最大12,000dpiの解像度、300インチ/秒のDelta Zero™センサーテクノロジーを採用した高精度オプティカルゲーミングセンサーを搭
載。更に、金属バネを用いたボタンテンションシステムにより、ボタンの感触と反応性を強化したプロゲーマー仕様のゲーミングマウスとなります。

「Logicool G」シリーズについて

「Logicool G」シリーズは、PCゲーミング用マウス、キーボード、ヘッドセットなど、勝利を追求し、プレイ・競技中の操作性と快適性を向上させ
るゲーミングギアブランドです。デザイン性とユーザビリティを兼ね揃えた「Logicool G」ギアは、あらゆるジャンルのゲーム、e-sportsを愛するコ
アユーザーの方に満足いただける充実したラインアップを取り揃えています。また「日本のe-sportsの未来を考える会」への参加や大会、イベント各
種、そしてe-sportsチームへのスポンサーシップを通し、日本国内におけるe-sportsの成長・裾野拡大をサポートする活動も積極的に行っています。

「e-sports SQUARE AKIHABARA」にもコラボレーションモデル専用ブースが登場

「e-sports専用施設となる「e-sports SQUARE AKIHABARA」内に、本製品によるゲームプレイを体験可能な専用ブースが設けられ、実際の挙動を確
かめることが可能です。

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。)

Logicool G CUP 2015 ポータルサイト

新製品概要

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550BA13-SP-e-sports

OS Windows® 7 Home Premium 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）

メモリ 8GB PC3-12800 DDR3 (8GB x1) /最大16GB (8GB x 2)

ストレージ 5120GB SSD ＋ 1TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® H81 Express (microATX)

光学ドライブ -

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x1（空きx0）、PCI Express x1スロットx2（空きx1 ※1）

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ｘ2）、2.5インチシャドウベイx1(空き

x0）

その他

■付属ハードウェア：Logicool G310 コンパクト メカニカル ゲーミング キーボード 
Logicool G303 パフォーマンス エディション ゲーミングマウス

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1) ●USB2.0ポートx4(前面x2/背面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)

電源 500W電源(80PLUS® SILVER)

本体寸法 196 (幅) x 430 (奥行き) x 417 (高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間 x 365日電話サポート

販売価格 104,800円（税別）

※ グラフィックスボードにより1スロットが占有されます。

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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

サイトマップ プライバシーポリシー 規約 企業情報 採用情報 ニュースリリース Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/inquiry_info.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=335
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/cart_view.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/lp/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/abest/wakeari/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=G-Tune%E3%80%81e-sports%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%8CLogicool%20G%20CUP%202015%E3%80%8D%E5%8D%94%E8%B3%9B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%92%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BD%9CBTO%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%BBPC%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%90%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2Fcompany%2Fnews%2F2015%2Fnews_20150818_01.html%3Fmid%3Dlink_twitter%26uiaid%3Dtwitter&via=mouse_computer
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2015/news_20150818_01.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2015/news_20150818_01.html
http://www.g-tune.jp/
http://www.g-tune.jp/ws_model/e_sports/
http://www.logicoolgcup.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/#products
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/purchase/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/payment/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/delivery/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/open/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/return/
https://www.mouse-jp.co.jp/faq/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_contact.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_repair.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#sendai_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#akiba_ds
https://www.g-tune.jp/garage/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#kasukabe_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#nagoya_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#osaka_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#hakata_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/bto.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/affiliate/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp?_ga=1.198390636.25534302.1467198253
https://www2.mouse-jp.co.jp/status/
https://www.mouse-jp.co.jp/sitemap/
https://www.mouse-jp.co.jp/privacy/
https://www.mouse-jp.co.jp/agreement/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mcj.jp/

