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G-Tune、e-sportsモデルに台数限定でゲーマー向けセキュリティソフトを添付！
～ データの安全性とパフォーマンスを求めるe-sportsプレイヤーに最適なパソコンに ～

2015.10.08

マウスコンピューターTOP > G-Tune、e-sportsモデルに台数限定でゲーマー向…
Like 0 ツイート 0

左：「NEXTGEAR-MICRO im550BA15-e-sports」 右：「NEXTGEAR i650GA3-e-sports」

※画面はイメージです。ディスプレイはオプションとなります。

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）はウェブルート株式会社（代表取締役社長：伊藤誉三、本社：東京都）
より協賛を受け「ウェブルート アンチウイルス for ゲーマー(1年1台版)」を無償添付したe-sportsプレイヤー向けパソコンを100台限定で販売致しま
す。同セキュリティソフトは特にゲーマー向けに製作されたソフトとなり、ゲームパフォーマンスへの影響を重視しつつも最大限の保護を実現してお
り、ゲーム内データの安全性とパフォーマンスが特に求められるe-sportsをプレイする方へ最適なセキュリティソフトとなります。

「ウェブルート アンチウイルス for ゲーマー」を添付するパソコンは、数々のゲーム大会や、e-sports専用施設「e-sports SQUARE AKIHABARA」で
採用され、マシントラブルの許されないシビアな環境下で稼動している高い信頼性を誇るゲームパソコンです。「ウェブルート アンチウイルス for ゲ
ーマー」をインストールすることにより、より一層の強固且つスピーディーなゲームプレイ環境をe-sportsプレイヤーの方々にお届けします。

受注開始は 10月8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。

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 キーボード マウス OS 価格

NEXTGEAR-MICRO
im550BA15-e-sports

インテル® 
Core™

i5-4460プロセ
ッサー

NVIDIA® 
GeForce® 

GTX™ 
750（ビデオメモ
リ1GB）

DDR3
8GB
PC3-
12800

120GB
SSD 
＋ 

1TB
SerialATAIII 

HDD
7200rpm

インテル®
H81 

Expressチップ
セット

USB 日本語
キーボード

USB 光学式 
スクロールマ
ウス

Windows®
10 

Home 64
ビット

89,800円（税
別）

NEXTGEAR-MICRO
im550BA15-SP-e-sports

G310 コン
パクト
メカニカル
ゲーミング
キーボード

G303 パフォー
マンス 

エディション 
ゲーミングマ
ウス

104,800円
（税別）

NEXTGEAR i650GA3-e-sports

インテル® 
Core™

i7-6700Kプロ
セッサー

NVIDIA® 
GeForce® 

GTX™ 
970（ビデオメモ
リ4GB）

DDR4
8GB
PC4-

170000

2TB 
SerialATAIII 

HDD
7200rpm

インテル®
Z170 

Expressチップ
セット

G-Tune 
オリジナル
キーボード

G-Tune 
オリジナル 
光学式マウス

149,800円
（税別）

 

G-Tuneホームページ

e-sports SQUARE AKIHABARA 導入PC販売ページ

SecureAnywhere™ アンチウイルス for ゲーマー紹介ページ

新製品概要

「ウェブルート アンチウイルス for ゲーマー」

「ウェブルート アンチウイルス for ゲーマー」はゲーマーがゲーマーの為に開発した、最高レベルの保護とゲームのパフォーマンス性を両立したセキ
ュリティソフトとなります。一般的なウィルス、金銭の盗難、アカウント乗っ取りなどを防御する事に特化し、重い作業はクラウド上でサイレントで
行うため、e-sportsにおいて致命的となりうる画面フリーズやラグ、クラッシュに悩まされることなく、端末に保存された個人情報をしっかりと守り
ます。

※Windows 10のEdgeブラウザには対応していません。

※ウェブルート アンチウイルス forゲーマーのサポート先は以下となります。 

■0120－633－601（フリーダイヤル） 

■03－4588－6561（フリーダイヤルに繋がらないお客様） 

毎日10:00～19:00（年末年始除く）

24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート

G-Tuneではご購入から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 im550BA15-e-sports NEXTGEAR-MICRO im550BA15-SP-e-sports

OS Windows 10 Home 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CPUクーラー

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 120GB 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×3（空き×2 ※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：USB 光学式スクロールマウス、USB 日本語キー
ボード (102 キー)

■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 ポートx 1(背面x1) ●PS/2キーボード ポートx 1(背面x1)●USB2.0ポート×6(前面×2/背面×4) ●USB3.0ポート×1(前面×1)
●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 89,800円(税抜) 104,800円(税抜)

※ グラフィックスボードによりスロットが占有されます。

新製品概要 「NEXTGEARシリーズ」

製品型番 NEXTGEAR i650GA3-e-sports

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー (4コア/4.00GHz/TB時最大4.20GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

CPU FAN LGA 1151用CPUクーラー

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX™ 970 (ビデオメモリ4GB)

メモリ 8GB PC4-17000 DDR4(8GB×1) /最大32GB (8GB×4)

ストレージ 2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® Z170 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×4(空き3)

その他

■付属ハードウェア：G-Tuneオリジナル光学式マウス（USB、6ボタン、1000/1600dpi）、G-Tuneオリジナルキーボード(PS/2、最大11キーロー
ルオーバー対応)

■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×2 (背面×2)●DisplayPort×1 (背面×1) ●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® BRONZE)

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 x 365日電話サポート

販売価格 149,800円(税抜)

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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