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G-Tune、ストラテジックシューター「フィギュアヘッズ」推奨パソコンを販売開始！ 
～ 特典アイテム「G-Tune装甲セット」を用いて戦場を支配せよ！！ ～

2016.03.14

マウスコンピューターTOP > G-Tune、ストラテジックシューター「フィギュア…
Like 0 ツイート 0

「LITTLEGEAR i310SA2-FHS」 

※ 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、株式会社スクウェ
ア・エニックスがサービスを運営するストラジテックシューター「フィギュアヘッズ」の推奨パソコンを販売開始致します。推奨特典としてG-Tune

装甲セットが付属します。

推奨パソコンは常識を覆す小型筐体を採用したLITTLEGEARシリーズより、CPUにCore i5-6400、グラフィックスにGeForce® GTX™ 960を採用。ゲ
ーミングPCとしては圧倒的なコストパフォーマンスで94,800円(税別)からの販売となり、BTOとしてゲームプレイに適したG-Tuneオリジナルのメカ
ニカルキーボードや高精度レーザーマウスをお選び頂くことが可能となります。

受注開始は3月14日午前11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。

今後もG-Tuneでは、常に最新・最高のパフォーマンスを発揮する製品を投入し、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けま
す。

G-Tune ホームページ

フィギュアヘッズ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

LITTLEGEAR
i310SA1-FHS

インテル® Core™ i5-
6400プロセッサー

GeForce® GTX™ 960（ビ
デオメモリ2GB）

DDR3L 8GB
PC3-12800

500GB SerialATAIII
HDD 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）

推奨パソコン特典

マウスコンピューター社がＮｅｏＮｅｕＲｏｎとの共同プロジェクトを記念して別注した「Ｇ-Tｕｎｅ装甲セット」を4部位グレード5の状態で付属し
ます。また、ゲーム内のショップやアップグレードで使用するゲーム内通貨として「100,000 BIT」も併せて付属します。

フィギュアヘッズとは

「フィギュアヘッズ」はロボットを使った「BOTgame」と呼ばれる 

競技を楽しむ新ジャンルのPCオンラインゲームです。 

分隊長となったプレイヤーは2機のAI機体に指示を与えながら銃撃戦を行い、
敵陣営のコアを破壊することを目標とします。

自機を操作して正確に敵を射撃する「シューター」と
戦況に応じてAI機体に的確に指示を与える「ストラテジー」

2つの要素が融合した全く新しいジャンル 

「ストラテジックシューター」を体験してください

© 2015, 2016 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

仕様詳細

製品型番 LITTLEGEAR i310SA2-FHS

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (4コア/2.70GHz/TB時最大3.30GHz/6MBキャッシュ)

CPU FAN LGA 1151用

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 HDD 7200rpm

チップセット インテル® H110 Express

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

拡張スロット PCI Express ×16スロット×1（空き×0）

拡張ストレージベ
イ

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

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×4) ●USB 3.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●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)

電源 500W電源(80PLUS® SILVER)

本体寸法 178 (幅)×395 (奥行き)×330 (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）

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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