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プロe-Sportsプレイヤー推奨!! 
リーグ・オブ・レジェンドを快適にプレイするためのゲーミングパソコンを販売開始

～ リーグ・オブ・レジェンド公式リーグ「League of Legends Japan League」で 
使用される製品要件を満たすハイスペックモデルもラインアップ ～

2016.04.07

マウスコンピューターTOP > G-Tune、リーグ・オブ・レジェンドを快適にプレ…
Like 0 ツイート 0

©2016Riot Games, inc.

※画像はイメージです。マウス・キーボード・ディスプレイはオプションとなります。

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、世界中に7,000万人
以上のプレイヤーがいる世界最大級の無料オンライン対戦ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」を快適にプレイすることが可能な製品として、「G-

Tune推奨 リーグ・オブ・レジェンド プレイングパソコン」を9万9,800円（税別）より販売開始します。

本製品はG-Tuneにてスポンサードを行っている、リーグ・オブ・レジェンド公式リーグ「League of Legends Japan League（LJL）」で活躍するプ
ロe-Sportsチーム、プレイヤーが推奨するゲーミングパソコン製品です。また、LJLで競技用パソコンとして使用される製品要件を満たした最上位モ
デルもラインアップします。

本製品は4月7日午前11時より電話通販窓口、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秋葉原店にてご購
入いただけます。

G-Tune ホームページ

製品販売ページ

リーグ・オブ・レジェンド公式ページ

リーグ・オブ・レジェンドとは

リーグ・オブ・レジェンド は、2009年10月に米国でサービスを開始し、世界中に7,000万人以上のプレイヤーがいる世界最大級の無料オンライン対戦
ゲームです。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（通称MOBA）と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャン
ピオン」と呼ばれるキャラクターで相手の本陣を攻略していくPCゲームです。RTS（リアルタイムストラテジー）のテンポと迫力にRPG要素を加
え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、e-Sportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されています。

※画像はイメージです。マウス・キーボード・ディスプ

レイはオプションとなります。

こちらの製品は日本の公式大会であるLJLにて競技用パソコンとして使用される製品要件を満た
したモデルです。 

リーグ・オブ・レジェンド内のグラフィック設定項目を全て最高値である「非常に高い」に設
定し、5対5のマルチプレイを行った場合でもリフレッシュレート100Hz以上の液晶モニターに
おいて安定したフレームレートにて快適にプレイが可能です。 

※自社測定による参考値です。プレイ環境により、フレームレートが記載の数値より上下する
場合がございます。

ラインアップ

今回G-Tune推奨リーグ・オブ・レジェンドプレイングパソコンとして販売する製品は、テレビ・雑誌・インターネット上で話題のプロe-Sportsチー
ム、プレイヤーが実際に使用し、快適にプレイすることが可能なパソコンとして推奨したモデルとなっています。

プロe-Sportsチーム「Rampage」所属 「Meron」選手 推奨製品

©2016Riot Games, inc.

Meron選手コメント

僕は、今までSSDなんてゲームに関係ないから必要ないじゃないか、と思っていましたが、いざ使ってみるとパソコンの起動、アプリの起動、さらにはロード時間まで、
いろいろな点が速くなるので、その分の時間を練習に回せるなと感じています。今ではSSDが絶対に必要だと思う程快適に感じています。

機種名 プロセッサー メモリ チップセット ストレージ
光学
ドライブ

グラフィックス OS 価格
(税別)

NEXTGEAR-MICRO
im570SA4-RP

インテル® Core™  
i5-6500 

プロセッサー

8GB 
DDR3L 

PC3-12800 
(8GBx1)

インテル® H110
Express 

チップセット

120GB 
SSD 

+
1TB 
HDD

-
GeForce® GTX™

960
(2GB)

Windows 
10 

Home 
64 ビット

9万9,800円

プロe-Sportsチーム「DetonatioN Gaming」所属 「Ceros」選手推奨製品

©2016Riot Games, inc.

Ceros選手コメント

ゲーム内のグラフィック設定を高くした状態でプレイしても、FPSが安定しています。快適なのはもちろん、スペックに余裕があるので余計なことを気にせず安心してプ
レイできます。

機種名 プロセッサー メモリ チップセット ストレージ
光学
ドライブ

グラフィックス OS 価格 
(税別)

NEXTGEAR-MICRO
im570SA4-Ceros

インテル® Core™  
i5-6500 

プロセッサー

16GB 
DDR3L 

PC3-12800 
(8GBx2)

インテル® H110
Express 

チップセット

240GB 
SSD 

+
2TB 
HDD

-
GeForce® GTX™

960
(2GB)

Windows 
10 

Home
64 ビット

11万 
9,800円

日本公式リーグLeague of Legends Japan League仕様モデル

©2016Riot Games, inc.

機種名 プロセッサー メモリ チップセット ストレージ
光学
ドライブ

グラフィックス OS 価格 
(税別)

NEXTGEAR 
i650GA5- 
e-sports

インテル® Core™  
i7-6700K 
プロセッサー

16GB 
DDR4 

PC4-17000 
(8GBx2)

インテル® Z170
Express 

チップセット

240GB 
SSD

DVD 
スーパー
マルチ
ドライブ

GeForce® GTX™
970 

(4GB)

Windows 
10 

Home
64 ビット

15万9,800円

仕様詳細

製品型番
NEXTGEAR-MICRO 

im570SA4-RP
NEXTGEAR-MICRO 

im570SA4-Ceros
NEXTGEAR 

i650GA5-e-sports

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー

インテル® Core™  
i5-6500 プロセッサー 

(4コア/3.20GHz/TB最大3.60GHz/ 
6MB キャッシュ)

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)

チップセット
インテル® H110 

Express チップセット
インテル® Z170 

Express チップセット

メインメモリ

8GB DDR3L PC3-12800 
 (8GBx1)

16GB デュアルチャネル 
DDR3L PC3-12800（8GBｘ

2）

16GB デュアルチャネル 
DDR4 PC4-17000 （8GBｘ2）

最大容量16GB(8GBx2） 最大容量64GB(16GBx4）

ストレージ

120GB SerialATAIII SSD 
 +  

1TB SerialATAⅢ
7200rpm

240GB SerialATAIII SSD 
 +  

2TB SerialATAⅢ 7200rpm
240GB SerialATAIII SSD

光学ドライブ - DVDスーパーマルチドライブ

グラフィックス GeForce® GTX™ 960 (VRAM2GB/GDDR5)
GeForce® GTX™ 970  
(VRAM4GB/GDDR5)

サウンド ハイディフィニション・オーディオ

内部拡張スロット
PCI Express x16スロットx1 (空きx0) 
PCI Express x1スロットx3 (空きx2）

PCI Express x16スロットx2 
（空きx1）※1 

PCI Express x1スロットx4 
（空きx4）

拡張 
ストレージベイ

2.5インチシャドウベイ×1 (空き×0) 
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) 
5.25インチオープンベイ×1 (空き×1)

3.5型 オープンx1 (空き x1) 
3.5型 シャドウx4 (空き x3) 
5.25型 オープンx2 (空きx1)

その他

■I/Oポート：PS/2 マウス/ 
キーボード ポートx2(背面x2) 

●USB2.0ポートx4 (前面x2/背面x2) 
●USB3.0ポートx2 (前面x1/背面x1) 

●DisplayPort x3 (背面) 
●DVI-Iポートx1 (背面) 

●サウンド マイク/ヘッドフォンx1 
(前面x1) ラインイン/ラインアウト/ 

マイクインx1 (背面x1) 
●LAN ポートx1 10/100/1000Mbps
ギガビット LAN (背面x1)

■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-Ix1 (背面x1) 
●DVI-Dx1 (背面x1) 

●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 500W (80PLUS® SILVER) 700W (80PLUS® BRONZE)

サイズ 196×430×417

【フロントパネル着脱前】 
190×543×450 

【フロントパネル着脱後】 
190×470×450

保証 1年間無償保証

販売価格 9万9,800円(税別) 11万9,800円(税別) 15万9,800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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）
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送料・配送について
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返品について
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故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード
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仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
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アフィリエイト
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お届け予定日確認
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