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G-Tune、オンラインオープンワールドアクションゲーム
「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコンに新たな特典を付属！！
～ Lv50相当まで強化できるファイター専用武器が追加！！ ～
2015.12.15

「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」

「NEXTGEAR シリーズ」

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、株式会社カプコンがサービスを行っている「ドラゴンズドグマ オ
ンライン」推奨パソコンに特典を追加されリニューアルして販売します。
推奨パソコンには既存のシールドセージ用特典アイテムに加え新しくファイター用特典アイテムが付属します。
推奨パソコンは幅広いスペックに応えられるよう「NEXTGEAR-MICROシリーズ」と「NEXTGEARシリーズ」の2機種にて販売を開始致します。
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。
受注開始は12月15日午後16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
im550SA10-DDON

インテル® Core™ i54460プロセッサー

GeForce® GTX™ 960
（ビデオメモリ2GB）

DDR3 8GB
PC3-12800

500GB SerialATAIII
HDD 7200rpm

インテル® H81
Expressチップセット

Windows 10
Home 64ビット

94,800円
（税別）

＜NEXTGEAR シリーズ＞
機種名

グラフィックス

CPU

NEXTGEAR
i650GA4DDON
NEXTGEAR
i650PA4DDON

インテル® Core™
i7-6700Kプロセッサ
ー

メモリ

GeForce® GTX™ 970
（ビデオメモリ4GB）
GeForce® GTX™ 980
（ビデオメモリ4GB）

ストレージ

デュアルチャネル
DDR4 16GB PC417000

2TB
SerialATAIII
HDD 7200rpm

チップセット

光学ドライブ

インテル® Z170
Expressチップセッ
ト

DVDスーパー
マルチドライ
ブ

価格

OS

Windows 10
Home 64ビッ
ト

154,800
円（税
別）
179,800
円（税
別）

G-Tuneホームページ
ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン販売ページ
カプコンオンラインゲームズ：ドラゴンズドグマ オンライン 公式メンバーサイト

新製品の特長
推奨パソコン特典アイテム
「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコンには既存のシールドセージ用のメイン武器「オーフリングガード【紅】」とサブ武器「オーフリング
ロッド【紅】」に加えてファイター用武器「オーフリングソード【天】」と盾「オーフリングシェル【天】」が付属します。

ドラゴンズドグマ オンラインとは
オープンワールドを舞台にしたアクションゲーム、「ドラゴンズドグマ」を本格的なオンラインゲームへと進化させたシリーズ最新作のオンラインオ
ープンワールドアクションゲームとなります。
重厚なファンタジー世界で繰り広げる冒険の楽しさとアクションの爽快感はそのままに、新たな大陸"レスタニア"で他の仲間達と共にコミュニケーシ
ョンや共闘アクションによる戦略性の豊かな冒険を楽しむことができます。
もちろん、シリーズの特長である"ポーンを育てる"ことで1人でも楽しむことが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

新製品の詳細スペック
＜NEXTGEAR-MICRO シリーズ＞
製品型番

NEXTGEAR-MICRO im550SA10-DDON

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

グラフィックス

GeForce® GTX™ 960 (ビデオメモリ2GB）

メモリ

8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) /最大16GB (8GB×2)

ストレージ

500GB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット

インテル® H81 Express (Micro ATX)

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×3(空き2)、2.5インチシャドウベイ×1（空き×1）
■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)

その他

■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 (背面ｘ2、前面ｘ2) ●USB3.0ポートx2 (背面x1 前面ｘ1 ) ●DVI
ポート×1 (背面×1) ●DisplayPort ポート×3 (背面×3) ●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)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

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

94,800円（税別）

＜NEXTGEAR シリーズ＞
製品型番

NEXTGEAR i650GA4-SP-DDON

NEXTGEAR i650PA4-SP-DDON

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

グラフィックス

GeForce® GTX™ 970 (ビデオメモリ4GB）

GeForce® GTX™ 980 (ビデオメモリ4GB）

メモリ

16GB PC4-17000 DDR4(8GB×2) /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×2 (空き×1)、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)
■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)

その他

■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×1 (背面×1) ●DisplayPort×3 (背面×3) ●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 (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×365日電話サポート

販売価格

154,800円（税別）

179,800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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