
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 企業情報 採用情報 フリーワード商品検索

個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り

店舗情報 総合お問い合わせ マイページ

G-Tune、プロゲーミングチーム「Team:GODSGARDEN」発足に伴い製品協力を実施！ 
日本のe-sports拡大に向け、プロゲーミングチームをハードウェア面からサポート

～ 所属メンバーが使用するパソコンと同一仕様モデルを販売開始 ～

2016.01.28

マウスコンピューターTOP > G-Tune、プロゲーミングチーム「Team:GODSG…
Like 0 ツイート 1

Team:GODSGARDEN x G-Tune

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、格闘ゲームシーンをはじめ、様々なゲームジャンルへと複合的に
取り組むために2016年1月28日に発足したプロゲーミングチームTeam:GODSGARDENに対し、ゲームパソコンブランドG-Tuneより製品協力を実
施。ハードウェア面から、日本のe-sports活性化に向けて活動するTeam:GODSGARDENを応援します。

Team:GODSGARDENへの製品協力に伴い、所属メンバーが使用する製品と同一仕様のゲーミングパソコンを11万9,800円（税別）より販売開始しま
す。

本製品は1月28日午後3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秋葉原店にてご購
入いただけます。

G-Tune ホームページ

Team:GODSGARDEN専用ページ

Team:GODSGARDENホームページ

Team:GODSGARDENについて

2009年から活動中のゲーマー集団「GODSGARDEN」から、昨今のゲーミングシーンを取り巻く状況のなかでさらなるプレゼンスを発揮するために
選ばれたメンバーによって構成されるプロゲーマーチーム。

単なるプレイヤーにとどまらず、さまざまな角度からあらゆるビデオゲームの楽しさ、魅力、そして奥深さを伝えることをミッションとして活動しま
す。

販売するモデルについて

販売開始するモデルは、2015年末の格闘ゲーム世界大会で優勝実績を誇る【かずのこ選手】モデル、様々な格闘ゲームジャンルにおける優勝経験
や、ゲームメーカー各社の公式イベント・大会の実況としても活躍する【神園選手】モデル、格闘ゲームジャンルにおいて名を馳せると共に、インデ
ィーズゲームをはじめ膨大なゲームジャンルのゲーム配信で人気を誇る【ふり～だ選手】モデルの3製品となります。

かずのこ選手モデル 
LITTLEGEAR i310SA1-KZ
2015年末に開催された格闘ゲーム世界大会において優勝、名実共に世界一の格闘ゲームプレイヤー
として名を馳せる「かずのこ選手」向けのモデルとして、様々なPC版格闘ゲームを快適にプレイ
できるハードウェアスペックを有するLITTLEGEAR i310SA1-KZを協賛。デスクトップパソコンで
ありながら、持ち運びにも耐えうる小型筐体により、机の上に設置した際もゲームプレイスペース
を圧迫することなく、快適なゲーミング環境を構築します。

神園選手モデル 
LITTLEGEAR i310PA1-KM
様々な格闘ゲームジャンルにおける優勝経験や、各種ゲームメーカーの公式イベント・大会の実況
としても活躍する神園選手向けモデルとして、ハイエンドスペックを有するLITTLEGEAR

i310PA1-KMを協賛。「かずのこ選手」モデル同様、小型筐体の採用により、デスクスペースを広
く確保できるためFPSなどの大きなマウス操作を行うゲームプレイにも支障を与えにくいのは当然
のこと、ハイエンドグラフィックス採用により、あらゆるゲームジャンルを快適に動作させる、オ
ールマイティな製品です。

ふり～だ選手モデル 
NEXTGEAR i650PA1-FR
数々の格闘ゲーム大会で優勝・入賞を果たし名を馳せると共に、その分析能力からゲーム攻略記事
も多数執筆。また、300タイトル以上ものインディーズゲームのプレイ及び配信によって人気を博
する「ふり～だ選手」モデルとして、あらゆるゲームジャンルを快適にプレイ可能なハイエンドス
ペックを有するNEXTGEAR i650PA1-FRを協賛。高い冷却性能を実現するのは勿論、PC自作経験
のある「ふり～だ選手」をはじめとした、ハードウェアへの関心が高いプレイヤーの方々向けに、
ストレージの追加などの独自チューンアップを可能とする幅広い拡張性を有する筐体を採用してい
ます。

ラインアップ

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 i310SA1-KZ
インテル® Core™  

i5-6600K 
プロセッサー

16GB 
DDR3L 

PC3-12800 
(8GBx2)

インテル® H110 Express 
チップセット

240GB 
SSD 

+
2TB 
HDD

-
GeForce® GTX™ 960 

(2GB)

Windows 
10 

Home
64 ビット

11万9,800円

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)

LITTLEGEARi310PA1-KM
インテル® Core™  

i7-6700 
プロセッサー

16GB 
DDR3L 

PC3-12800 
(8GBx2)

インテル® H110 Express 
チップセット

240GB 
SSD 

+
2TB 
HDD

-
GeForce® GTX™ 980 

(4GB)

Windows 
10 

Home
64 ビット

16万9,800円

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
i650PA1-FR

インテル® Core™  
i7-6700K 
プロセッサー

16GB 
DDR4 

PC4-17000 
(8GBx2)

インテル® Z170 Express 
チップセット

240GB 
SSD 

+ 
2TB
HDD

DVD 
スーパー
マルチ
ドライブ

GeForce® GTX™ 980 
(4GB)

Windows 
10 

Home
64 ビット

18万4,800円

新製品概要

製品型番
LITTLEGEAR 
i310SA1-KZ

LITTLEGEAR 
i310PA1-KM

NEXTGEAR 
i650PA1-FR

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー

インテル® Core™ i5-6600K 
プロセッサー

(4コア/3.50GHz/TB時最大3.90GHz/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キャッ
シュ/HT 対応)

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))

チップセット
インテル® H110 

Express チップセット
インテル® Z170 

Express チップセット

メインメモリ
16GB デュアルチャネル DDR3 PC3-12800 （8GBｘ2）

16GB デュアルチャネル 
DDR4 PC4-17000 （8GBｘ2）

最大容量16GB(8GBx2） 最大容量32GB(8GBx4）

ストレージ 240GB SerialATAIII SSD + 2TB SerialATAⅢ 7200rpm

光学ドライブ - DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス
GeForce® GTX™ 960
(VRAM2GB/GDDR5)

GeForce® GTX™ 980 (GDDR5/VRAM4GB)

サウンド ハイディフィニション・オーディオ

内部拡張スロット PCI Express x16スロットx1（空きx0）

PCI Express x16スロットx2 
（空きx1）※1 

PCI Express x1スロットx4 
（空きx4）

拡張 
ストレージベイ

2.5型 シャドウx3 (空き x2)
3.5型 シャドウx1 (空き x0) 

スリムODDベイ オープンx1 (空きx1)

3.5型 オープンx1 (空き x1) 
3.5型 シャドウx4 (空き x2) 
5.25型 オープンx2 (空きx1)

その他

■I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポートx1 
 (背面x1)

 ●USB2.0ポートx4(背面x4) 
 ●USB3.0ポートx4(前面x2/背面x2)  

●DisplayPortx3(背面x3) 
●DVI-Ix1(背面x1) 

●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 x1

(背面x1)

■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-Ix1 (背面x1) 

●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 (80PLUS® SILVER) 700W (80PLUS® BRONZE)

サイズ
【本体ケースのみ】 178×395×298 
【ハンドルを含む】 178×395×330  
【光学ドライブ使用時】 178×420×330

【フロントパネル着脱前】 
190×543×450 

【フロントパネル着脱後】 
190×470×450

保証 1年間無償保証

販売価格(税別) 11万9,800円 16万9,800円 18万4,800円

※1 下段のスロットはPCI Express x4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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC
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