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G-Tune、ゲーミングパソコンに新オリジナルコンパクトシャーシを採用した 
LITTLEGEAR シリーズを販売開始！！

～ ハンドル装備の新シャーシで VR デモンストレーションや LAN パーティーなどへの持ち運びを可能に！！ ～

2015.09.28

マウスコンピューターTOP > G-Tune、ゲーミングパソコンに新オリジナルコン…
Like 0 ツイート 1

LITTLEGEAR シリーズ 

※ 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）は、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」に新機軸
となるコンパクトゲーミングシリーズ「LITTLEGEAR」を販売開始します。

ハンドルを装備した新開発のコンパクトシャーシにより、VR デモンストレーションや e-sports シーンにおける LAN パーティーなどへのゲーミング
パソコンの持ち込みを容易なものとし、ゲーミングパソコンの新たな可能性を提案します。

本製品は、5万 9,800円（税別）からの手に取りやすい価格を実現し、CPU やグラフィックスカードなどの BTO / カスタムオーダーメイドにより、ニ
ーズに合わせた幅広い製品ラインアップを実現します。

受注開始は 9月 28日 10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。

新製品ラインアップ

製品名 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

LITTLEGEAR
i300BA1

インテル®
Pentium® プロセッ
サー G3250

NVIDIA® GeForce®
GTX™ 750（ビデオメモ

リ 1GB）
4GB

500GB ハードディスク

インテル® H81
Express チップセ

ット

-
Windows 10
Home 64ビ
ット

59,800
円（税
別）

LITTLEGEAR
i310SA1

インテル® Core™
i5-6400 プロセッサ

ー

NVIDIA® GeForce®
GTX™ 960（ビデオメモ

リ 2GB）
8GB

インテル® H110
Express チップセ

ット

99,800
円(税別)

LITTLEGEAR
i310GA1 インテル® Core™

i7-6700 プロセッサ
ー

NVIDIA® GeForce®
GTX™ 970（ビデオメモ

リ 4GB）
1TB ハードディスク

129,800
円(税別)

LITTLEGEAR
i310PA1-SP

NVIDIA® GeForce®
GTX™ 980（ビデオメモ

リ 4GB）
16GB

256GB M.2 SSD Samsung SM951(PCI
Express Gen3×4 ) + 2TB SerialATAIII ハードデ

ィスク 7200rpm

199,800
円(税別)

G-Tune ホームページ

LITTLEGEAR i300 / i310 シリーズ販売ページ

LITTLEGEAR シリーズ特長ページ

新製品概要

ゲーミングPCの常識を覆すコンパクトデザイン

幅 178mm×奥行き 395㎜×高さ 330㎜ の新規開発のコンパクトシャーシを採用。※ 

昨今の e-sports の普及で LAN パーティーや、VR デモンストレーションなど、持ち運びが可能なハイスペックデスクトップパソコンの需要が高まり
つつあります。
持ち運べるハイスペックコンパクトパソコンによって、新たな PC の活用シーンを拡大し、従来のパソコンでは困難であったハイスペック環境を必要
な場所で利用することができます。

※ ハンドルを含む・光学ドライブ使用時は 幅 178mm×奥行き 420㎜×高さ 330㎜ となります。 

※ 光学ドライブはオプションです。

持ち運びが可能なコンパクトハイスペックパソコン

持ち運びに便利なハンドルを本体上部に搭載。
ハンドル内部の金属フレームと本体シャーシを組み合わせることで、50kg の荷重に耐える剛性を持っています。 

また、グリップ部分は握りやすく滑らないための表面加工を施しており、運搬時の重量バランスも考慮し、使い勝手にも配慮したデザインとなってい
ます。

柔軟なエアフロー設計による冷却性能

シャーシ内のエアフローの妨げとなりやすい内蔵ストレージは、シャーシ側面へ配置することで、マザーボード周囲の空間を確保。
サイドカバー面積の約 60% はメッシュ構造となっており、底面にもメッシュ構造を採用することで、効率的なエアフローの実現を可能としていま
す。
高負荷時に排熱が滞留しやすい電源は、側面メッシュ部から直接外気を吸気する構造となっています。
また、サイドカバー内部のフレームには 12cm ファンの搭載も可能で、追加ファンや水冷ラジエターの搭載によって、CPU やグラフィックスなど冷
却が必要なパーツに合わせて柔軟な冷却性能を実現できます。

また、シャーシ底面の吸気部分は、簡単に取り外しが可能なメッシュカバーを搭載。
背面へ簡単に引き出すことが可能なので、メンテナンスも容易な構造となっています。

小型ながらハイエンド CPU とグラフィックスを搭載可能

コンパクトシャーシでありながら、CPU も インテル® Pentium® プロセッサー G3250 から最新の インテル® Core™ i7-6700K プロセッサーまで、グ
ラフィックスも NVIDIA® GeForce® GTX™ 750 から NVIDIA® GeForce® GTX™ TITAN X まで選択可能としています。 

専用開発した CPU クーラーやグラフィックカード用の内部スペースによって充実の仕様を実現しています。※

※ 搭載するクーラーは仕様により異なります。すべてのグラフィックスカードの搭載を保証するものではありません。

豊富な内蔵ストレージベイ

内蔵ストレージベイは、3.5 インチドライブ 1 台と 2.5 インチドライブ 3 台分のスペースを確保。 

加えて BTO でトップパネルにスロットインタイプの DVD ドライブを搭載することが可能です。 

さらにインテル® H110 Express チップセットプラットフォームでは、M.2 PCIe 接続 SSD を搭載することも可能で、一般的なデスクトップと同様の
スペックを実現することができます。

デザイン

印象的なフロントとトップのラウンド面とエッジ部分をシャープに演出、機能を追求した実用的なデザインを採用。
マットな質感のブラックを基調としたカラーリングにクロムシルバーのアクセント、フロントパネルには電源投入時に赤色、ストレージアクセス中に
紫色に点灯する、クリアレッドの大型 LED インジケータレンズを配することで、ゲーミングパソコンに相応しい洗練された印象を与えます。
また、電源スイッチには高級感あふれるマイクロスイッチを採用。光沢シルバーの目立つ意匠となっており、暗いイベント会場等での使用時に視認性
が高く、周辺部と高さを揃えることで、誤操作を防止しています。

光学ドライブは、スロットインタイプを採用、通常時はスライド式のトップパネルでカバーされており、スタイリッシュな外観を損ねない機構となっ
ています。
トップカバーを後方へスライドするとドライブが現れ、メディアの出し入れを行うことが可能です。

※ 光学ドライブはオプションです。

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。)

新製品の詳細スペック

製品型番 LITTLEGEAR i300BA1 LITTLEGEAR i310SA1 LITTLEGEAR i310GA1 LITTLEGEAR i310PA1-SP

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU
インテル® Pentium® プロセッサ
ー G3250 (2コア/3.20GHz/3MBキ

ャッシュ)

インテル® Core™ i5-6400 プロセ
ッサー (4コア/2.70GHz/TB時最大

3.30GHz/6MBキャッシュ)

インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大
4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

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)
NVIDIA® GeForce® GTX™ 970

(ビデオメモリ 4GB)
NVIDIA® GeForce® GTX™ 980

(ビデオメモリ 4GB)

メインメモリ
4GB DDR3 PC3-12800 (4GB×1) /

最大16GB (8GB×2)
8GB DDR3L PC3-12800 (8GB×1) / 最大16GB (8GB×2)

16GB DDR3L PC3-12800
(8GB×2) / 最大16GB (8GB×2)

ストレージ 500GB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm
1TB SerialATAIII ハードディスク

7200rpm

M.2 SSD Samsung SM951 256GB
(PCI Express Gen3×4 ) + 2TB
SerialATAIII ハードディスク

7200rpm

チップセット インテル® H81 Express インテル® H110 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×16 スロット×1 (空き×0)

拡張ストレージベイ 3.5 インチシャドウベイ×1(空き×0）、2.5 インチシャドウベイ×3 (空き×3)

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×4) ●USB 3.0
ポート×2 (前面×2) ●DVI-I ポート
×1 (背面) ●DVI-D ポート×1 (背面)
●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) S/PDIF オプ

ティカル (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×4) ●USB 3.0
ポート×4 (前面×2/背面×2)

●DisplayPort×3 (背面) ●DVI-Iポー
ト×1 (背面) ●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×4) ●USB 3.0
ポート×4 (前面×2/背面×2)

●DisplayPort×1 (背面) ●DVI-Iポー
ト×1 (背面) ●DVI-Dポート×1 (背
面) ●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×4) ●USB 3.0
ポート×4 (前面×2/背面×2)

●DisplayPort×3 (背面) ●DVI-Iポー
ト×1 (背面) ●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 電源(80PLUS® SILVER) 700W 電源(80PLUS® GOLD)

本体寸法 178 (幅)×395 (奥行き)×298 (高さ) mm【本体ケースのみ】、178 (幅)×395 (奥行き)×330 (高さ) mm【ハンドル含む】

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 59,800円（税別） 99,800円（税別） 129,800円（税別） 199,800円（税別）

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。※
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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