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G-Tune、オリジナル特典が付属した「ファンタジーアース ゼロ」推奨パソコンを販売開始！
～ オリジナル特典防具セット「黒虎セット」「赤虎セット」とG-Tuneロゴが映える「ジーチューンマント」を付属！！ ～
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マウスコンピューターTOP > G-Tune、オリジナル特典が付属した「ファンタジ…
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「LITTLEGEAR i310BA2-FEZ」 「NEXTGEAR i650GA3-FEZ」 「NEXTGEAR-NOTE i5310BA1-FEZ」

※ 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アクションオンラインRPG「ファンタジーアース ゼロ」の推奨パソコンを販売開始致します。推奨特典として
強力な防具セットとジーチューンマントが付属します。

推奨パソコンは幅広い構成から選択頂ける様、GTX™ 750を搭載しコストパフォーマンスを重視した「LITTLEGEAR i310BA2-FEZ」。より快適さを
目指しインテル® Core™ i7-6700KとGTX™ 970を搭載した「NEXTGEAR i650GA3-FEZ」。GTX™ 950Mに第6世代CPUを搭載したゲーミングノート
「NEXTGEAR-NOTE i5310BA1-FEZ」の3機種にて販売を開始致します。

受注開始は3月17日 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

ファンタジーアース ゼロ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 i310BA2-FEZ
インテル®

Core™ i5-6400プ
ロセッサー

GeForce®
GTX™ 750（ビ
デオメモリ

1GB）

8GB DDR3L 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

79,800円
（税別）

NEXTGEAR i650GA3-FEZ
インテル®

Core™i7-6700K
プロセッサー

GeForce®
GTX™ 970（ビ
デオメモリ

4GB）

16GB DDR4 PC4-
17000

2TB SerialATAIII
HDD 7200rpm

インテル® Z170
Expressチップセ

ット

164,800円
(税別)

機種名 CPU グラフィックス メモリ ストレージ
光学 
ドライブ

液晶パネル OS 価格

NEXTGEAR-NOTE
i5310BA1-FEZ

インテル®
Core™ i3-6100H
プロセッサー

GeForce®
GTX™ 950M
（ビデオメモリ

2GB）

4GB 
DDR3L PC3-

12800

500GB
SerialATAII HDD

(5400rpm)

DVD 
スーパー 
マルチ 
ドライブ

15.6型 
フルHD 
ノングレア 
液晶 

(1,920×1,080)

Windows 10 
Home

64ビット

94,800円
（税別）

推奨パソコン特典

推奨PCリニューアルにあたりG-Tuneオリジナル特典アイテムとして、強力な防具セットである「黒虎セット」「赤虎セット」、鮮やかなG-Tuneのロ
ゴが映える「ジーチューンマント」が新たに付属します。更にプレイに役立つ消耗品アイテムセットも付属しますので、これから新たに始める方も快
適にプレイして頂くことができる内容となっております。 

ファンタジーアース ゼロとは

ファンタジーアース ゼロは、最大 50対 50、合わせて 100人のプレイヤーによる、アクション性の高いリアルタイム戦争が楽しめます。刻々と変化す
る戦場の状況を見極め、仲間とともに、国家を勝利に導いてください。
プレイヤーは、ゲーム内に存在する五つの国家のうちどれかに所属し、戦争による領土拡大からもたらされる、国家の繁栄をめざし、多くの戦友と共
に戦います。戦場は、自軍敵軍、全てがあなたと同じプレイヤー。一人一人考えることも、キャラクターも違います。だから、一つとして同じ戦争が
ないのです。
ファンタジーアース ゼロの魅力は、何も戦争だけではありません。カジノや闘技場など短時間で楽しめる要素も満載！！ますます魅力がましていま
す！

© 2005-2016 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved.

仕様詳細

製品型番 LITTLEGEAR i310BA2-FEZ

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™ 750 (ビデオメモリ1GB)

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
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) ●DVI-I ポート×1 (背

面) ●DVI-D 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 79,800円（税別）

製品型番 NEXTGEAR i650GA3-FEZ

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)

CPU FAN LGA 1151用

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64GB (16GB×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 x16スロットx2（空きx1）、PCI Express x1スロットx4（空きx4）

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)

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 164,800円（税別）

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5310BA1-FEZ

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i3-6100H プロセッサー  
(2コア/2.70GHz/3MBキャッシュ/HT対応)

グラフィックス GeForce® GTX ™ 950M（ビデオメモリ2GB） / 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 4GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (4GB×1) /最大16GB (8GB×2)

ストレージ 500GB シリアルATA HDD (5400rpm)

チップセット インテル® HM170 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

［対応メディア：SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、メモリースティック（Pro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 (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

■I/O ポート： ●USB3.0 ポート×3(右側面×1、左側面×2) ●USB2.0 ポート×1(右側面) ●HDMI×1(左側面)  
●ミニD-Subポート×1（左側面） ●ヘッドホン出力(右側面)、マイク入力(右側面) ●LANポート×1 ギガビットLAN (左側面)

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 120W）

動作時間 約5.2時間(JEITA2.0)

重量 約2.5kg

本体寸法 約 374（幅) × 249.5(奥行き) × 32.8(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 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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