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G-Tune、「ドラゴンズドグマ オンライン」シーズン 1.3 へのアップデートに合わせて 
新規特典が付属した推奨パソコンを販売開始！

～ アップデートで操作性がより向上したドラゴンズドグマオンラインの世界へ！！ ～

2016.03.10

マウスコンピューターTOP > G-Tune、「ドラゴンズドグマ オンライン」シー…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR MICRO im550SA11-DDON」

※ 画像はイメージです。

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、ゲーミングパソコンブランド「G-Tune」より、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」推奨パソコンの特典をリニューアルし販売します。既存の特典アイテムを含め、新たにシ
ーズン 1.3 でも活用できるハンター専用武器を付属致します。

推奨パソコンは幅広いスペックに応えられるよう、コストパフォーマンスを重視した構成の「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」と、第 6 世代 CPU を
搭載し拡張性に優れた「NEXTGEAR シリーズ」、ゲーミング PC ながら薄さを追求し持ち運びも可能な「NEXTGEAR-NOTE i5710 シリーズ」の 3

シリーズ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、ハードディスク容量、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 3月 10日午後 15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。

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

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 OS 価格

NEXTGEAR-
MICRO

im550SA11-
DDON

インテル® Core™ i5-6400
プロセッサー

GeForce® GTX™ 960(ビ
デオメモリ 1GB)

8GB PC3-
12800

500GB SerialATAIII ハード
ディスク 7200rpm

インテル® H110 Express 
チップセット

Windows 10
Home 64 ビット

94,800円
(税別)

NEXTGEAR
i650GA5-

DDON インテル® Core™ i7-
6700K プロセッサー

GeForce® GTX™ 970(ビ
デオメモリ 4GB) 16GB

PC4-
17000

2TB SerialATAIII ハードデ
ィスク 7200rpm

インテル® Z170 Express 
チップセット

154,800
円(税別)

NEXTGEAR
i650PA5-

DDON

GeForce® GTX™ 980(ビ
デオメモリ 4GB)

179,800
円(税別)

NEXTGEAR
NOTE

i5710BA2-
DDON

インテル® Core™ i7-
6700HQ プロセッサー

GeForce® GTX™ 970M(ビ
デオメモリ 3GB)

8GB PC4-
17000

500GB SerialATAII ハード
ディスク 5400rpm

インテル® HM170
Express チップセット

159,800
円(税別)

推奨パソコン特典

「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコンにはこれまでに付属していたシールドセージ用武器及びファイター用武器に加え、新たに シーズン
1.3 の新コンテンツでも活用可能なハンター用武器「オーフリングボウ【地】」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.

仕様詳細 ＜NEXTGEAR-MICRO シリーズ＞

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550SA11-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)

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 ハードディスク 7200rpm

チップセット インテル® H81 Express

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×2（空き×1）

拡張ストレージベイ 5 インチベイ×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×3(空き×2)、2.5 インチシャドウベイ×1（空き×1）

その他

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)

■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×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面×1) ●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×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)

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）

仕様詳細 ＜NEXTGEAR シリーズ＞

製品型番 NEXTGEAR i650GA5-DDON NEXTGEAR i650PA5-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 )

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 64GB (16GB×4)

ストレージ 2TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

チップセット インテル® Z170 Express

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）、PCI Express×1 スロット×4（空き×4）

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)

その他

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)

■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）

仕様詳細 ＜NEXTGEAR-NOTE シリーズ＞

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5710BA2-DDON

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 500GB SerialATAII ハードディスク (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 IPS 方式フル HD ノングレア液晶 ( LED バックライト 1,920×1,080 )

サウンド ハイ・ディフィニションオーディオ

WEB カメラ 200 万画素

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： ●USB 3.0 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)●セキュリティロック（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）

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 159,800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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