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G-Tune、iiyama 最新 24 型ゲーミングディスプレイとオリジナルキーボード、 
マウスがセットのゲーミングパッケージを販売開始！

～ Radeon™ R9 390X 搭載で AMD FreeSync™ に対応 24 型ディスプレイとキーボード・マウスセットでお買い得 ～

2016.01.28

マウスコンピューターTOP > G-Tune、iiyama 最新 24 型ゲーミングディスプレ…
Like 0 ツイート 0

NEXTGEAR i650PA3-SP-24 iiyama ProLite GB2488HSU-2

G-Tune Mechanical Keyboard G-Tune Laser Mouse

※画面はイメージです。

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、iiyama ブランド最新 24 型 144Hz 入力対応 ※1 のゲーミングディ
スプレイ「iiyama ProLite GB2488HSU-2」とオリジナルのゲーミングキーボード「G-Tune Mechanical Keyboard」、ゲーミングマウス「G-Tune

Laser Mouse」をセットにしたゲーミングパソコンパッケージの販売を開始いたします。

インテル® Core™ i7-6700K プロセッサーと Radeon™ R9 390X を搭載し、滑らかな画面表示を可能にする AMD FreeSync™ テクノロジーに対応し
た「NEXTGEAR i650PA3-SP-24」は 21万 4,800円（税別）から、この他にも CPU やグラフィックスカードなどのバリエーションを変更したお買い
得なセットモデルをご用意しています。
※1 AMD FreeSync™ 有効時のリフレッシュレートは最大 120Hz までの対応です。

本製品は、2016 年 1 月 28 日（木）より 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、秋葉原 G-Tune : Garage 秋葉原店に
て受注を開始いたします。

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR i650 セットモデル販売ページ

ラインアップ

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 主な付属品 価格

NEXTGEAR
i650PA3-

SP-24

インテル® Core™ i7-
6700K プロセッサー

Radeon™ R9
390X（8GB）

16GB
2TB ハー
ドディス
ク

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

液晶ディスプレイ：iiyama
ProLite GB2488HSU-2 
キーボード：G-Tune
Mechanical Keyboard 
マウス：G-Tune Laser

Mouse

214,800
円(税別)

AMD FreeSync™ テクノロジー： 

適応型リフレッシュレート技術の一つで、ゲームのフレームレートに合わ
せて、ディスプレイのリフレッシュレートを同期させるため、ゲームのフ
レームレートを最大化しつつ、画面のちらつきやティアリングを無くし、
入力遅延も減少することが可能な技術です。
ゲームのフレームレートとディスプレイのリフレッシュレートが同期して
いないと、左図のようにディスプレイのリフレッシュ中にゲームの描画が
更新されて、画面が途中で切れたように見える現象（ティアリング）が発
生します。

G-Tune Mechanical Keyboard (メカニカルキーボード) 

ゲーミング仕様のため、100mm 長のスペースキーを採用したオリジナル
日本語キーレイアウト、Cherry 黒軸メカニカルキースイッチ、N キーロー
ルオーバー、1ms 高速応答速度などゲーミングに必要なスペックを盛り込
み、キー割り当て変更やマクロ設定を可能にするカスタマイズ機能も搭
載。
フルキーレッド LED バックライト、ヘアライン処理アルミニウム合金フレ
ームを採用し、質感あふれる外観も特徴。

G-Tune Laser Mouse (レーザーマウス) 

高精細 8,200DPI レーザーセンサー、1ms 高速応答速度、カスタマイズ可
能な 8 ボタン、DPI 切替スイッチや、フルカラー LED バックライトなどハ
イスペックゲーミング仕様を搭載したオリジナルマウス。
カスタマイズソフトウェアはキーボードと共通仕様。

製品特徴

iiyama 最新の 24 型ゲーミングディスプレイをバンドル

iiyamaブランド最新の 24 型 144Hz 入力対応 ※1 ゲーミングディスプレイ「ProLite GB2488HSU-2」をバンドル。高速リフレッシュレートに対応す
ることで、残像感を低減し、滑らかな画面表示を可能にします。

また、新しく AMD FreeSync™ テクノロジーを搭載し、対応するグラフィックスプロセッサーと接続することで、ディスプレイとグラフィックスプ
ロセッサーのリフレッシュレートを同期し、ちらつきやティアリングのない表示環境を実現します。今回の新製品では、Radeon™ R9 390X を搭載し
た「NEXTGEAR i650PA3-SP-24」が AMD FreeSync™ テクノロジーに対応しています。 

※1 AMD FreeSync™ テクノロジー有効時のリフレッシュレートは最大 120Hz までの対応です。

内蔵のオーバードライブ回路による最大 1ms(GtoG) の応答速度や、黒レベル調整による明暗レベル調整などの機能を搭載しており、ゲームプレイ時
の画面表示をより明瞭に表現することができます。

ディスプレイのバックライトのちらつきを低減するフリッカーフリー LED バックライト技術や、ブルーライトを低減する Blue Light Reducer によっ
て、長時間使用時の目の負担を軽減する機能もサポートしています。

スタンド部分は、高さおよびチルト調整が可能で、画面の 90°回転や左右 45°スウィーベルにも対応しており、ゲームプレイ時のベストポジションに
ディスプレイを設置することができます。

すぐにゲーム環境が揃う G-Tune ゲーミング用 Mechanical Keyboard と Laser Mouse をバンドル

G-Tune オリジナルのゲーミングキーボード「Mechanical Keyboard」とマウス「Laser Mouse」をバンドル。ゲームプレイに最適なデバイスが始めか
ら揃っているので、すぐにゲーム環境を構築することができます。

G-Tune オリジナルキーボード、マウスは、応答速度、精度、耐久性、カスタマイズ機能など、ゲームプレイをサポートする数々の機能を搭載してお
り、最適な環境でゲームを始めることができます。

ゲーミングパソコン一式をお求めやすいパッケージ価格で

パソコン、ディスプレイ、キーボード、マウス、すべて自社オリジナルの製品だからできるパッケージ価格。これからゲームを始める方も、買い替え
る方も、お買い得な価格で必要な機器をお求めいただくことができます。

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。）

ProLite GB2488HSU-2 製品ページ

G-Tune Mechanical Keyboard

G-Tune Laser Mouse

仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR i650PA3-SP-24

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)

グラフィックス Radeon™ R9 390X (ビデオメモリ 8GB)

メモリ 16GB DDR4 PC4-17000 (8GB×2/デュアルチャネル)/ 最大32GB (8GB×4)

ストレージ 2TB ハードディスク (シリアル ATA / 6Gbps 接続 7200rpm)

チップセット インテル® Z170 Express チップセット

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

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)

その他

付属ハードウェア：● ディスプレイ：ProLite GB2488HSU-2 ● キーボード：G-Tune Mechanical Keyboard (USB) ● マウス：G-Tune Laser
Mouse (USB)

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) ●USB 2.0 ポート×4 (前面×2、背面×2) ●USB 3.0 ポート
×6 (前面×2、前面×4) ●DVI-D ポート×2 (背面×2) ●DisplayPort×1 (背面×1) ●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)

電源 700W 電源(80PLUS® BRONZE)

本体寸法 190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ) mm

重量(本体) 約 11.3 kg

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 214,800円（税別）

※1 下段のスロットは PCI Express×4 動作です。

付属ディスプレイ：ProLite GB2488HSU-2 仕様詳細

モデル名 ProLite GB2488HSU-2

型番 GB2488HSU-B2

液晶パネ
ル ※1

LCD パネル種類 TN ノングレア液晶

駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス

サイズ 対角：61cm(24型) 16：9

最大表示範囲 水平 531.4×垂直 298.9mm

画素ピッチ 0.277mm

視野角 左右各85°、上下各80°（標準）

応答速度 1ms（GtoG ※5） 5ms（黒→白→黒 標準）

輝度 350cd/m2（標準）

コントラスト比 1000：1（標準） 12,000,000:1（ACR 機能時 ※4）

表示色 約 1677 万色

デジタル走査周波数

DVI：水平：30～160kHz 垂直：30～145Hz

HDMI：水平：30～140kHz 垂直：30～120Hz

DisplayPort（FreeSyncTM無効時）：水平：30～160kHz 垂直：30～144Hz 
DisplayPort（FreeSyncTM有効時）： 水平：30～140kHz 垂直：45～120Hz

表示可能解像度 ※2 1920×1080（最大）2.1 MegaPixels

信号入力コネクタ（アナログ） -

信号入力コネクタ（デジタル） DVI-D24 ピンコネクタ（HDCP機能付）/ DisplayPort×1 / HDMIコネクタ×2

プラグ&プレイ機能 VESA DDC2B™ 対応

入力信号

同期 -

映像（アナログ） -

映像（デジタル） DVI（Rev.1.0）準拠 / HDMI / DisplayPort

入力音声信号 1.0Vrms（最大）

音声入力コネクタ φ3.5ステレオミニジャック

ヘッドフォン端子(Line out) 対応

USB ハブ USB 3.0 1Up stream：シリーズ B / 2 Down stream：シリーズ A

昇降スタンド＆スィーベル 対応（130㎜ & 左右各45°＆ 90度回転）

入力電源 AC100～240V 50/60Hz

消費電力

標準 38W（最大63W)

パワーマネージメン
トモード時

0.5W（最大）※3

スピーカー 3W × 2

外形寸法(幅×高×奥行mm) 568.0（幅）×388.0～518.0（高）×230.0（奥行）mm

製品重量
スピーカー、スタン

ド含む
5.6 kg（スタンドなし3.5Kg）

梱包箱サイズ 総重量 621（幅）×443（高）×187（奥行）mm 7.5kg

角度調節範囲 上方向 22°下方向 5°左右方向 90°

セキュリティー 盗難防止用金具取り付け孔

フリーマウント 100mm×100mm（VESA規格対応）

環境条件
動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと）

保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）

リサイクル / RoHS 6物質 / J-
Moss対応 対応 / 閾値以下（除外項目を除く） / グリーンマーク

保証期間 3 年間保証 ※ LCD パネル、バックライトは「 1 年間保証」となります。

適合規格 CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE

付属品
信号ケーブル DisplayPort ケーブル / DVI ケーブル(デュアルリンク) / HDMI ケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / USB ケーブル

その他 スタンドベース / 固定ネジ 3ケ / セーフティー＆クイックスタートガイド / 保証書（ガイド内）

JAN コー
ド

マーベルブラック GB2488HSU-B2：4948570114405

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、 ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むら
や明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。
※4 ACR 機能。（Advanced Contrast Ratio）
※5 オーバードライブの設定を +2 とした時。

付属キーボード：G-Tune Mechanical Keyboard 仕様詳細

製品型番 G-Tune Mechanical Keyboard (メカニカルキーボード)

キーレイアウト 日本語キー配列 （特殊）※

キー数 109キー （マルチメディアキー含む）

キーピッチ 19mm

スイッチ方式 Cherry MX 黒軸 メカニカルキー

押下荷重 60g

キーストローク 4.0mm

オンストローク 2.0mm

キースイッチ耐久性 5,000 万回

N キーロールオーバー機能 対応（フルキー / 6 キー切替可能）

キーマクロ機能 対応（最大10キー）

Windows キーロック機能 対応

ポーリングレート 1,000Hz（ 125 / 250 / 500 / 1,000Hz 切替可能）

インターフェイス USB

本体ケース色 ブラック

レッグ色 ブラック

キートップ色 ブラック

トップフレーム色 ガンメタリック （アルミプレートヘアライン仕上げ）

バックライト フルキーレッドバックライト（輝度 3 段階 / 明滅 / オフ切替可能）

本体寸法 幅×奥行×高さ 467×170×30mm （角度調整スタンドを起こした場合高さ 40mm）

重量 0.9kg（本体のみ）

角度調整機能 あり

ケーブル長 1.8m（編込ケーブル仕様）

付属品 なし

ソフトウェア G-Tune Mechanical Keyboard ソフトウェア（弊社 Web サイトからダウンロード）

※「無変換」、「変換」キーは搭載していません。

付属マウス：G-Tune Laser Mouse 仕様詳細

製品型番 G-Tune Laser Mouse （レーザーマウス）

センサー方式 レーザー方式 （不可視）

解像度 8,200 DPI

ボタン数 8

スイッチ オムロン製マイクロスイッチ（左右クリックボタン）

スイッチ耐久性 500 万回

マクロ機能 対応（8ボタン割当可能）

ダイレクト DPI 切替機能 対応（DPI アップ / ダウンボタン、カスタマイズ可能）

ポーリングレート 1,000Hz（ 125 / 250 / 500 / 1,000Hz 切替可能）

インターフェイス USB

本体ケース色 マットブラック

バックライト フルカラー LED バックライト（左クリックボタン外周部、明滅 / オフ設定可能）

DPI インジケータ 4 段階レッド LED

本体寸法 幅×奥行×高さ 80×125×42mm

重量 90g（本体のみ）

ケーブル長 1.8m（編込ケーブル仕様）

付属品 なし

ソフトウェア G-Tune Laser Mouse ソフトウェア（弊社 Web サイトからダウンロード）

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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