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G-Tune、爽快アクションMMORPG「XAOC」推奨パソコンを販売開始！！
～ 自由に選べる武器3種に騎乗ペットがついてくる！ ～

2016.03.15

マウスコンピューターTOP > G-Tune、爽快アクションMMORPG「XAOC」推…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR-MICRO im550SA9-XAO」 「NEXTGEAR i650GA4-XAO」

※ 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、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」より、株
式会社 ウィロエンターテイメントが運営を行っているMMORPG「XAOC」推奨パソコンの販売を開始致します。推奨パソコンには特典アイテムと
して「斬魔武器シリーズ」から3種と「白霊山の大猿」が付属します。

推奨パソコンは幅広いスペックに応えられるようNEXTGEAR-MICRO、NEXTGEARの2シリーズにて販売致します。BTO/カスタムオーダーメイドに
対応しており、SSD容量、HDD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15日16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

XAOC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
光学ドライ
ブ

OS 価格

NEXTGEAR-MICRO
im550SA9-W8-XAO

インテル®
Core™ i5-4460プ
ロセッサー

GeForce® GTX™
960（ビデオメモ
リ2GB）

DDR3 8GB PC3-
12800

500GB
SerialATAIII HDD

7200rpm

インテル® H81
Expressチップセ

ット
-

Windows 8.1 
Update 64ビ

ット

94,800円
（税別）

NEXTGEAR
i650GA4-W8-XAO

インテル®
Core™ i7-6700K
プロセッサー

NVIDIA®
GeForce® GTX™
970（ビデオメモ
リ4GB）

デュアルチャネル
DDR4 16GB PC4-

17000

2TB SerialATAIII
HDD 7200rpm

インテル® Z170
Expressチップセ

ット

DVDスーパ
ーマルチド
ライブト

154,800円
（税別）

推奨パソコン特典

G-TuneのXAOC推奨パソコンには快適にプレイをするためのアイテムが付属します。 

騎乗ペットとして移動速度と基本防御力がアップする「白霊山の大猿」に加え、
LV1からでも利用可能な「斬魔武器シリーズ」から合計3種類の武器を選択できるので複数の職業に対応する事が可能です！ 

XAOCとは

『XAOC～ザオック～』（以下：ザオック）は、オンライン上のゲームとは思えない、「自由度の高い操作により実現する激しいアクション性」「状
況に応じて武器を切り替えつつ戦う素早い展開と判断力が必要なバトルシステム」等、従来のMMORPG業界に一石を投じる爽快なアクション性が特
徴のMMORPGです。 

本格3Dアクションゲームを「オンラインで仲間と一緒にプレイしたい」アクションゲーマーの夢が叶うMMORPG…それが『ザオック』です。 

また、アクション要素以外にも、重厚かつ奥の深いメインストーリーが織りなすダークファンタジーならではの世界観や、温泉や茶道、ペットの育成
やアイテムの製造といった、充実したサブコンテンツなどもふんだんに盛り込まれた、非常にやり込み要素の高いゲーム内容となっております。
『ザオック』の世界に入り込み過ぎて、ついつい時間を忘れてしまわないよう注意が必要です。 

X.A.O.C online , Published by Willoo Entertainment K.K ,   

Copyright ©2015 . WINKING TREE Entertainment Corp , All Rights Reserved.

仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550SA9-W8-XAO NEXTGEAR-MICRO im550SA9-SP-W8-XAO

OS Windows 8.1 Update 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)

CPU FAN LGA 1150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 1TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® H81 Express

光学ドライブ - DVDスーパーマルチドライブ

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) ●USB2.0ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB3.0ポート×2 (背面×1 前面×1 ) ●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 500W (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） 99,800円(税別)

製品型番 NEXTGEAR i650GA4-W8-XAO

OS Windows 8.1 Update 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)

CPU FAN LGA 1151用CPUクーラー

グラフィックス  GeForce® GTX™ 970 (ビデオメモリ4GB)

メモリ 16GB PC4-17000 DDR4(8GB×2) /最大32GB (8GB×4)

ストレージ 2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® Z170 Express (ATX)

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：USB 光学式スクロールマウス、USB 日本語キーボード

■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)

電源 700W電源(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）

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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