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G-Tune、シーゲイト製最新ハイブリッドドライブ搭載のノートパソコンを販売開始！ 
32GB NAND内蔵1TB SSHDを搭載した15.6型ゲーミングノート 

～ NANDフラッシュ容量を従来の8GBから32GBに大幅アップグレードしたSSHD ～
2016.03.01

マウスコンピューターTOP > G-Tune、シーゲイト製最新ハイブリッドドライブ…
Like 0 ツイート 0

NEXTGEAR-NOTE i5710シリーズ シーゲイト Laptop SSHD ST1000LX001

※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、Seagate Technology LLCから出荷が開始されたばかりの32GB

NANDフラッシュ内蔵 最新ハイブリッドドライブをいち早く搭載した15.6型ゲーミングノートパソコンの販売を開始いたします。 

すでにご好評をいただいている最新パフォーマンスゲーミングモデルの「NEXTGEAR-NOTE i5710シリーズ」を16万4,800円（税別）から展開し、順
次搭載モデルを拡大していく予定です。
本製品は、2016年3月1日(火)15時より 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、G-Tune : Garage 秋葉原店にて受注を開
始いたします。

本製品にいち早く最新SSHDを搭載するにあたり、日本シーゲイト様より製品化に対する広範な支援を受けており、以下の通り、コメントをいただい
ております。

＜日本シーゲイト株式会社様からのコメント＞
日本シーゲイトは、株式会社マウスコンピューター様の「NEXTGEAR-NOTE i5710シリーズ」とシーゲイトのハイパフォーマンス「32GB NANDフラ
ッシュ SSHD」を組み合わせることにより、速度とデータ領域拡張の双方を可能にした製品を提供し、多くのお客様のご要望にお応えすることができ
ることを喜ばしく思います。  

今後もマウスコンピューター様とシーゲイトは、この協業を通じ、より高いパフォーマンスの製品をリーズナブルな価格で日本市場に提供できますよ
う尽力して参ります。  

日本シーゲイト株式会社  

代表取締役  

新妻 太

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR-NOTE i5710シリーズ製品ページ

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 液晶パネル 無線LAN OS 価格

NEXTGEAR 
-NOTE 

i5710BA2

インテル®
Core™ i7-

6700HQプロセ
ッサー

GeForce® GTX™
970M（GDDR5/ 

3GB）

 8GB 
DDR4 PC4-

17000

1TB シリアルATA
SSHD (32GB NAND
フラッシュ,
5400rpm) 15.6型  

フルHD 
IPS方式 
ノングレア  
液晶  

(1,920×1,080)

IEEE802.11n
対応無線LAN 
+ Bluetooth®

4.0

Windows 10 
Home 

64ビット

164,800円（税
別）

NEXTGEAR 
-NOTE 

i5710BA2-SP

120GB M.2 
シリアル ATA SSD 

+ 
1TB シリアルATA

SSHD (32GB NAND
フラッシュ,
5400rpm)

169,800円 
（税別）

製品特徴

最新の32GB NANDフラッシュ内蔵 1TBハイブリッドドライブ（SSHD）をいち早く搭載

本製品が搭載するソリッドステートハイブリッドドライブ(SSHD)は、小容量のソリッドステートドライブ（SSD）とハードディスクドライブ(HDD)

のコア技術を融合し、 優れたスピードとパフォーマンス、さらに1TBの大容量を両立したストレージです。

使用頻度の高いデータをモニタリングし、NAND型フラッシュメモリに保存することで、2回目以降のアプリケーション起動時間の短縮と、高い応答
性を実現しています。

今回のシーゲイト製 最新SSHDでは、従来8GBだったNAND型フラッシュメモリを32GBに強化することで、大容量データを取り扱う環境でも、パフ
ォーマンスの向上を図っています。

＜PCMark8 Storage score ベンチマークスコア＞ 

Adobe PhotoshopやMicrosoft Word、Battlefield 3などのアプリケーションやゲームのストレージ動作をシミュレートし、性能をスコアで表示します

Windows 10 Home 64ビット環境 

・32GB NAND 1TB SSHD： NEXTGEAR-NOTE i5710, i7-6700HQ, 32GBメモリ,  

・2.5インチ 1TB HDD (5400rpm)： NEXTGEAR-NOTE i5710, i7-6700HQ, 32GBメモリ 

※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

よりリアルな体験や重厚な世界観を表現するために大容量化が進む最新のゲームタイトルにおいても、速度と容量のバランスを両立するSSHDが注目
されており、出荷が開始されたばかりの最新SSHDをいち早く採用、ゲーミングノートパソコンへ搭載しました。

＜ゲームタイトル起動時間測定＞
Windowsを起動し、3つのゲームタイトルを順番に、起動、セーブデータロード、終了した後、Windowsの再起動を行う動作を1サイクルとして、10

サイクル実施し、各サイクルのゲームタイトル起動時間を手動で測定

Windows 10 Home 64ビット環境 

・32GB NAND 1TB SSHD： NEXTGEAR-NOTE i5710, i7-6700HQ, 8GBメモリ 

・2.5インチ 1TB HDD (5400rpm)： NEXTGEAR-NOTE i5710, i7-6700HQ, 8GBメモリ 

・120GB SSD： NEXTGEAR-NOTE i5710, i7-6700HQ, 8GBメモリ 

※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

柔軟な構成が可能

コストパフォーマンス重視で、SSHDをシステムドライブとして搭載したり、システムドライブはSSD、データドライブをSSHDとしてデュアルドラ
イブ構成で搭載したり、ご要望に合わせた柔軟な構成をお選びいただけます。

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。）

仕様詳細

製品型番
NEXTGEAR-NOTE  

i5710BA2
NEXTGEAR-NOTE  

i5710BA2-SP

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー  
(4コア/2.60GHz/TB時最大3.50GHz/6MBキャッシュ/HT対応)

グラフィックス GeForce® GTX ™ 970M（GDDR5/3GB） / インテル® HD グラフィックス530（メインメモリからシェア）

メモリ
8GB PC4-17000 DDR4-SODIMM (8GB×1)  

/最大64GB (16GB×4)

ストレージ
1TB シリアルATA SSHD  

(32GB NANDフラッシュ, 5400rpm)

120GB M.2シリアル ATA SSD 
(インテル® 535) 

+ 
1TB シリアルATA SSHD  

(32GB NANDフラッシュ, 5400rpm)

チップセット インテル® HM170 Express

光学ドライブ -

カードリーダー
マルチカードリーダー 

［対応メディア：SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード］

液晶パネル 15.6型フルHD ノングレア液晶 ( IPS方式/LEDバックライト 1,920×1,080 )

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

WEBカメラ 200万画素

無線 IEEE802.11 b/g/n 対応 最大150Mbps対応 ・ Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

その他

タッチパッド（スクロール機能付き）、日本語キーボード（107キー、LEDバックライト付き）

■I/O ポート： ●USB3.0 ポート×4(右側面×2、左側面×1、背面×1) ●HDMI×1(左側面) ●S/PDIF×1(右側面) 
●mini DisplayPort×2（左側面） ●ヘッドフォン出力(右側面)、マイク入力(右側面)  

●LANポート×1 ギガビットLAN (右側面)

電源
内蔵リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 

（ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19.5V DC 180W）

動作時間 約5.8時間(JEITA2.0)

重量 約2.5kg

本体寸法 約 385（幅) × 275(奥行き) × 27(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

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 164,800円（税別） 169,800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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