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G-Tune、好評のダブル水冷モデルに最上位となるGeForce® GTX™ 980Tiを新規追加！！
～ SLI構成にも対応、最高の水冷ゲーミングパソコンを！！ ～

2015.11.05

マウスコンピューターTOP > G-Tune、好評のダブル水冷モデルに最上位となる…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEARシリーズ」 MASTERPIECEシリーズ

※ 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、好評のダブル水冷モデルラインアップの最上位となるGeForce®

GTX™ 980Tiグラフィックスカードを搭載したゲーミングパソコンを販売開始します。 

統合した水冷システムでCPUとグラフィックスカードを同時冷却可能なダブル水冷モデルのパフォーマンスを向上し、特にGeForce® GTX™ 980Tiグ
ラフィックスカードを2枚搭載するSLI構成モデルでは、「G-Tune」ブランドのゲーミングパソコン製品で、最上位のグラフィックス性能を発揮し、
先進的な高性能ゲーミングパソコンのニーズに応えるフラグシップモデルとなっています。
搭載製品は、個性の異なるケースを採用した「NEXTGEARシリーズ」、「MASTERPIECEシリーズ」の2シリーズにて展開し、パフォーマンスと拡
張性の「NEXTGEARシリーズ」では24万9,800円（税別）より、ハイエンド・フラグシップの「MASTERPIECEシリーズ」では52万9,800円（税別）
より、CPUやストレージなどの豊富なBTO/カスタムオーダーメイドに対応し、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11月5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 秋葉原店にて行います。

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
光学 
ドライブ

OS 価格

NEXTGEAR 
i650PA2-SP3 

-DL

【水冷】
インテル® Core™

i7-6700Kプロセッサ
ー

【水冷】 
GeForce® 

GTX™ 980Ti 
（ビデオメモリ

6GB）

32GB 
DDR4 

PC4-17000

2TB シリアルATA
HDD 

(7200rpm)

インテル® Z170
Expressチップ
セット

DVD 
スーパー 
マルチ 
ドライブ

Windows 10
Home 64
ビット

249,800円 
（税別）

NEXTGEAR 
i850PA5-SP4 

-DL

【水冷】
インテル® Core™

i7-5820Kプロセッサ
ー

【水冷/SLI】 
GeForce® 

GTX™ 980Ti 
（ビデオメモリ

6GB）×2

16GB 
DDR4 PC4-

17000 インテル® X99
Expressチップ
セット

359,800円 
(税別)

MASTERPIECE 
 i1580PA5-DL

【水冷】
インテル® Core™

i7-5960Xプロセッサ
ー

64GB 
DDR4 PC4-

17000

Windows 10
Pro 64ビッ

ト

529,800円 
(税別)

NEXTGEAR i650シリーズ販売ページ

NEXTGEAR i850シリーズ販売ページ

MASTERPIECE i1580シリーズ販売ページ

新製品の特長

先進的な水冷クーラーデザイン (CPU+VGAダブル水冷)

水冷クーラーは、CPUやグラフィックスカード等などから発生する熱を、循環する冷却水へ移動し、ラジエーター部分から本体外部へ放熱すること
で、PC本体内部に熱を滞留させずに、PC本体の外部へ効率的に熱を排出することが可能です。 

従来の水冷クーラーでは、循環する冷却水の取り扱いが煩雑となるため、冷却するユニットごとに密閉構造となっていました。
そのため、CPUやグラフィックスカードなど冷却が必要な部品が増えると、その数だけラジエーターを追加搭載する必要があり、ケース本体の大きさ
や搭載スペースに制限される問題がありました。
本製品で採用している水冷クーラーは、水冷ヘッド/ポンプ部とラジエーター部の冷却水ホースジョイント部分を容易に脱着できる構造となっていま
す。CPUやグラフィックスカードなど部品構成に応じて、柔軟な組合せ対応が可能で、CPUとグラフィックスカードを1つの大型ラジエーターで冷却
することが可能です。

高い信頼性

冷却水ホースジョイント部の脱着機構は、ブレードサーバーで採用されている水冷技術を適用しており、高い液漏れ耐性、信頼性を有しています。冷
却水交換ができないサーバーの常時稼働環境で培われた技術によって、メンテナンスフリーの利便性を兼ね備えています。

高性能な水冷システムが生み出す圧倒的なグラフィックス性能

効率的な冷却システムによって、グラフィックスカード2枚によるSLI構成を実現。圧倒的なグラフィックス性能を発揮します。GeForce® GTX™

980TiのSLI構成では、グラフィックスカード1枚構成の性能を大きく凌駕し、GeForce® GTX™ 980のSLI構成と比較しても、約25%のパフォーマンス
向上を実現しました。

＜3DMark Fire Strike (Graphics score) ベンチマークスコア＞ 

・GeForce® GTX™ 980Ti SLI / GeForce® GTX™ 980 SLI / GeForce® GTX™ 970 SLI 

Windows 8.1 Update 64ビット, Core™ i7-5820K, PC4-17000 32GB, X99 Express, HDD 

・GeForce® GTX™ TITAN X / GeForce® GTX™ 980Ti 

Windows 8.1 Update 64ビット, Core™ i7-4790K, PC3-12800 32GB, Z97 Express, HDD

24時間365日無償電話サポート対応

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＜NEXTGEAR / MASTERPIECE シリーズ＞

製品型番
NEXTGEAR 

i650PA2-SP3-DL
NEXTGEAR 

i850PA5-SP4-DL
MASTERPIECE 
 i1580PA5-DL

OS Windows 10 Home 64ビット Windows 10 Pro 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)

インテル® Core™ i7-5820K プロセッサー
(6コア/3.30GHz/TB時最大3.60GHz/15MBキ

ャッシュ/HT対応)

インテル® Core™ i7-5960X プロセッサー エクストリ
ーム・エディション 

(8コア/3.00GHz/TB時最大3.50GHz/20MBキャッシ
ュ/HT対応)

CPU FAN 水冷CPUクーラー

グラフィック
ス

【水冷GPUクーラー搭載】
GeForce® GTX™ 980Ti  

(ビデオメモリ6GB)
【水冷GPUクーラー搭載】GeForce® GTX™ 980Ti (ビデオメモリ6GB)×2、SLI接続

メモリ
32GB DDR4 PC4-17000 

(8GB×4/デュアルチャネル) 
/ 最大32GB (8GB×4)

16GB DDR4 PC4-17000 
(4GB×4/クアッドチャネル) 

/ 最大64GB (8GB×8)

64GB DDR4 PC4-17000 
(8GB×8/クアッドチャネル)

/ 最大64GB (8GB×8)

ストレージ
2TB HDD 

(シリアルATA/6Gbps接続7200rpm)

チップセット インテル® Z170 Express (ATX) インテル® X99 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 ハイデフィニション・オーディオ

拡張スロット
PCI Express×16スロット×2（空き×1）※1、PCI

Express×1スロット×4（空き×4）
PCI Express×16スロット×2（空き×0）、PCI Express×8スロット×2（空き×2）、PCI Express×1ス

ロット×2（空き×0）

拡張ストレー
ジベイ

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×4(空き×3）、 
5.25インチオープンベイ×2(空き×1)

2.5インチシャドウベイ×2(空き×2）、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×4(空き×3）、5.25インチオー
プンベイ×2(空き×1)

その他

■付属ハードウェア：G-Tuneオリジナル オプティカル6ボタンマウス、G-Tuneオリジナル Accurate Keyboard

■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、

Mini DIN 6ピン) 
●USB2.0ポート×4(前面×2、背面×2) 
●USB3.0ポート×6(前面×2、前面×4) 

●DVI-Iポート×1(背面×1) 
●DisplayPort×3(背面×3)  

●サウンド マイク入力/ヘッドフォン×1 (前面×1)、ラ
インイン/ラインアウト/マイク入力/リアスピーカー/セ
ンター・サブウーファー/サイドスピーカー×1 (背面

×1) 
●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN

(背面×1、RJ-45)

■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、Mini DIN 6ピン) 

●USB2.0ポート×4(前面×2、背面×2) 
●USB3.0ポート×10(前面×2、前面×8) 

●DVI-Iポート×1(背面×1) ●DisplayPort×3(背面×3) 
●サウンド マイク入力/ヘッドフォン×1 (前面×1)、 ラインイン/ラインアウト/マイク入力/リアスピー
カー/センター・サブウーファー/サイドスピーカー×1 (背面×1)、S/PDIF×1 (背面×1、オプティカル/

角型) 
●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1、RJ-45)

電源 700W 電源(80PLUS® BRONZE) 1200W 電源(80PLUS® GOLD)

本体寸法 190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ) mm 219 (幅)×471 (奥行き)×499 (高さ) mm

重量(本体) 約11.7kg 約14.4kg 約17.4kg

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 249,800円（税別） 359,800円（税別） 529,800円（税別）

※1 下段のスロットはPCI Express×4動作です

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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