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G-Tune から日本の eスポーツ活性化に向け、プロゲーミングチーム 
「DetonatioN Gaming」への製品協力を実施！

～ DetonatioN Gaming が推奨する、各ゲームジャンルのプレイに最適な製品も販売開始 ～

2016.01.14

マウスコンピューターTOP > G-Tune から日本の eスポーツ活性化に向け、プ…
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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、日本での eスポーツ活性化の為、株式会社 Sun-Gence が運営する
プロゲーミングチーム「DetonatioN Gaming」への製品協力を実施します。これに伴い「DetonatioN Gaming」でエースポジションとして活躍されて
いる【Ceros】選手、【DustelBox】選手が使用しているカスタマイズモデルを、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」から販売を
開始します。各ゲームを快適にプレイしたい方・憧れの選手に近づきたい方必見の特別ラインアップとなります。

またチーム「DetonatioN Gaming」のエースポジションの各選手が実際に使用しているモデルの他に、各ゲームジャンルに分かれた 3つのチームが推
奨する快適なゲームプレイに適した製品を 9万9,800円(税別)より販売開始します。

受注開始は 1月 14日 15時より電話通販窓口、G-Tune ホームページ、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 秋葉原店にて販
売いたします。

G-Tune ホームページ

G-Tune DetonatioN 専用ページ

世界大会に出場経験のある国内トップレベルのeスポーツチーム。Multiplayer Online Battle Arena（以下
MOBA）系チームの【DetonatioN FocusMe】は「日本初のフルタイム・完全給料制」として、千葉県にゲーミン
グハウスを構え共同生活中。チームとして取り組んでいるタイトルは MOBA 系・First Person shooter 系(以下
FPS)だけでなく、対戦アクションゲームまで多岐にわたる。また、すべてのタイトルで著しい成果をあげてお
り、今後の世界大会にも大注目のチーム。

チーム【DetonatioN Gaming】とは

DetonatioN Gaming 公式ページ

DetonatioN FocusMe 推奨モデルは MOBA 系ゲームジャンルのプレイにフォーカスし、高性能且つコストパフォ
ーマンスに優れた製品となります。また、DetonatioN FocusMe のエースポジションとして活躍されている
【Ceros】選手モデルはメモリやストレージ容量を強化し、ゲームプレイ動画編集の速度向上、データ保管領域
をより高めた製品となっています。

＜DetonatioN FocusMe 所属 【Ceros】 選手＞
MOBA系ゲームで、チームのエースとして活躍中のCeros選手。Twitterのフォロワー数は6,000人を超える。 

日本の大会では2014年・2015年の2年連続でのMVP賞を掴み取っており、今年、来年と世界大会での活躍も含
め、期待は膨らむばかりである。

株式会社ゲームオンが運営する日本 No.1 オンライン FPS 『Alliance of Valiant Arms』（アライアンス オブ ヴァ
リアント アームズ、以下『AVA』）における、強豪チームである【DetonatioN Requish】が使用するモデルは、
小型のケースながらも、冷却効率を損なう事無くハイエンドグラフィックスを搭載可能な製品となります。
『AVA』の推奨認定も取得しており、G-Tune オリジナルのゲーム内特典アイテムも付属します。

DetonatioN BYCM 推奨モデルは FPS ジャンルにおいて、国内大会（JCG）においてほぼ無敗の常勝チームであ
る【DetonatioN BYCM】向けのモデルとして、高性能なグラフィックスは勿論のこと、高い拡張性を誇る
NEXTGEAR シリーズをご用意。大容量化に向かう最新 PC ゲームにも柔軟に対応可能な製品です。 

また、DetonatioN BYCM のエースポジションとして活躍されている【DustelBox】選手モデルは 6 コア 12 スレ
ッドの高性能 CPU、32GB もの大容量メモリを搭載し、ゲームプレイ動画の高速編集にも視点をおいたハイエン
ド製品となっています。

＜DetonatioN BYCM 所属 【DustelBox】 選手＞
DetonatioN BYCM のエースポジションとして活躍するスタープレイヤー。FPS ジャンルのゲームプレイは勿論
のこと、様々なジャンルのゲーム配信にも取り組んでおり、すぐに上級者並の腕を見せつけ話題を集めている天
才プロゲーマー。

Twitter フォロワー数は 50,000 人越え。 

YouTube のチャンネル登録者数は驚異の 100,000 人越えとなる。 

DetonatioN Gaming で 1 番の人気プレイヤーと言っても過言ではない。

DetonatioN FocusMe モデル

機種名 プロセッサー
メモ
リ

チップセット ストレージ
光学ドラ
イブ

グラフィックス OS 価格(税
別)

NEXTGEAR-
MICRO

im570SA3-
DNFM インテル® Core™ i5-6500

プロセッサー

8GB

インテル® H110 Express
チップセット

120GB SSD + 1TB ハー
ドディスク

-
GeForce® GTX™

960(2GB)
Windows 10 Home

64 ビット

9万
9,800円

NEXTGEAR-
MICRO

im570SA3-
Ceros

16GB
240GB SSD + 2TB ハー

ドディスク
10万

9,800円

DetonatioN Requish モデル

「G-Tune オリジナル特典アイテム「Tuneちゃん型爆弾（365日）」 

M67の新デザインモデル。 

ピンを抜く時と投げる時に「Tuneちゃん」の声が出ると共に、爆発させるとTuneちゃんが浮かび上がる特別仕様となっている。

「G-Tune オリジナル特典アイテム ポイントマン用武器「MP7A1 G-TUNE (永久)」 

MP7A1 Bahamut のオリジナルデザインモデル。

機種名 プロセッサー
メモ
リ

チップセット ストレージ
光学ド
ライブ

グラフィックス OS 価格(税
別)

LITTLEGEAR
i310GA1-

DNREQ-AVA

インテル® Core™ i7-6700
プロセッサー

16GB
インテル® H110 Express

チップセット
120GB SSD + 2TB ハ
ードディスク

-
GeForce® GTX™

970(4GB)
Windows® 7

Professional 64 ビット
13万

9,800円

DetonatioN BYCM モデル

機種名 プロセッサー
メモ
リ

チップセット ストレージ 光学ドライブ グラフィックス OS 価格(税
別)

NEXTGEAR
i650PA4-
DNBYCM

インテル® Core™ i7-6700 プロセ
ッサー

16GB
インテル® Z170

Express チップセット
240GB SSD + 2TB
ハードディスク

DVD スーパーマ
ルチドライブ

GeForce®
GTX™

980(4GB)

Windows 10
Home 64 ビット

17万
9,800
円

NEXTGEAR
i850PA5-
Dustel

インテル® Core™ i7-5930K プロ
セッサー(水冷クーラー)

32GB
インテル® X99

Express チップセット

24万
9,800
円

各チーム推奨モデル仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im570SA3-DNFM LITTLEGEAR i310GA1-DNREQ-AVA NEXTGEAR i650PA4-DNBYCM

OS Windows 10 Home 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー(4コ
ア/3.20GHz/TB最大3.60GHz/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 スマートキャ
ッシュ/HT対応)

メインメモリ
8GB DDR3L PC3-12800 (8GB×1)/ 最大 16GB

(8GB×2)
16GB DDR3L PC3-12800 (8GB×2 /デュアルチ

ャネル)/ 最大 16GB (8GB×2)
16GB DDR4 PC4-17000 (8GB×2/デュアルチ

ャネル)/ 最大 32GB (8GB×4)

SSD 120GB SerialATAIII SSD 240GB SerialATAIII SSD

ハードディスク 1TB SerialATAIII 7200rpm 2TB SerialATAIII 7200rpm

チップセット インテル® H110 Express(Micro ATX) インテル® H110 Express(Mini ITX) インテル® Z170 Express(ATX)

グラフィックス GeForce® GTX™ 960(ビデオメモリ 2GB) GeForce® GTX™ 970(ビデオメモリ 4GB) GeForce® GTX™ 980(ビデオメモリ 4GB)

ドライブ なし DVD スーパーマルチドライブ

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)、PCI

Express×1 スロット×3 (空き×2)
PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)

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

拡張ストレージベイ

2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0)、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×3 (空き×2)、5.25 インチオープンベイ

×1 (空き×1)

2.5 インチシャドウベイ×3 (空き×2)、3.5 イン
チシャドウベイ×1 (空き×0)、スリム ODD ベイ

×1(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×2)、5.25 インチベイ

×2 (空き×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×2 (背面×2) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2/
背面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (前面×1/背面×1)

●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x1) 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(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 500W 電源(80PLUS® SILVER) 700W 電源(80PLUS® BRONZE)

保証 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格（税別） 9万 9,800円 13万 9,800円 17万 9,800円

Ceros 選手 / DustelBox 選手使用モデル仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im570SA3-Ceros NEXTGEAR i850PA5-Dustel

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー(4コア/3.20GHz/TB最大

3.60GHz/6MB キャッシュ)
インテル® Core™ i7-5930K プロセッサー(6コア/3.50GHz/TB時最大
3.70GHz/15MB スマートキャッシュ/HT対応) 水冷CPUクーラー搭載

メインメモリ
16GB DDR3L PC3-12800 (8GB×2/デュアルチャネル)/ 最大 16GB

(8GB×2)
32GB PC4-17000 (8GB×4/クアッドチャネル)/ 最大 64GB (8GB×8)

SSD 240GB SerialATAIII SSD

ハードディスク 2TB SerialATAIII 7200rpm

チップセット インテル® H110 Express インテル® X99 Express

グラフィックス GeForce® GTX™ 960(ビデオメモリ 2GB) GeForce® GTX™ 980(ビデオメモリ 4GB)

ドライブ なし DVD スーパーマルチドライブ

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)、PCI Express×1 スロット×3 (空

き×2）
PCI Express×16 スロット×2（空き×1)、PCI Express×1 スロット×4

（空き×4）

拡張ストレージベイ
2.5 インチシャドウベイ×1 (空き×0) 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×3 (空き×2) 5.25 インチオープンベイ×1

(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
×2) 5 インチベイ×2 (空き×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×2 (背面×2) ●USB
2.0 ポート×4 (前×2/背面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (前面×1/背面×1)

●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 (前面×2/背面×2)●USB 3.0 ポート×10 (背面×8/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 500W 電源(80PLUS® SILVER) 700W 電源(80PLUS® BRONZE)

保証 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格（税別） 10万 9,800円 24万 9,800円

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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