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G-Tune、アクションRPG「DARK SOULS III」推奨パソコンを販売開始！ 
SSD標準搭載した推奨PCで快適なプレイを！！

2016.04.19

マウスコンピューターTOP > G-Tune、アクションRPG「DARK SOULS III」推…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR-MICRO im570GA3-DS3」 

※ 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、ゲーミングブランド「G-Tune」より、アクションRPG「DARK

SOULS III」推奨パソコンを発売開始します。

推奨パソコンとしてはNEXTGEAR-MICROシリーズより、「DARK SOULS III」PC版の特長である4K解像度、且つグラフィック設定を「最高」にし
た上でプレイが行える様、Core™ i7-6700プロセッサーに加えGeForce® GTX™ 970を採用、より快適なプレイを実現するため240GB SSDを搭載し
139,800円(税抜)にて販売を開始致します。

受注開始は4月19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

DARK SOULS III推奨パソコン販売ページ

ラインアップ

機種名 プロセッサー メモリ チップセット ストレージ グラフィックス OS 価格
（税別）

NEXTGEAR-MICRO im570GA3-
DS3

インテル® Core™ 
i7-6700プロセッサ

ー

DDR3L 16GB PC3-
12800 

デュアルチャネル

インテル® H110 
Expressチップセッ

ト

240GB
SSD

GeForce® GTX™ 
970（ビデオメモリ

4GB）

Windows 10 
Home 64ビッ

ト

139,800
円

DARK SOULS IIIとは

滅びゆく終末の世界を舞台に、ダンジョン探索の緊張感、敵と遭遇したときの恐怖、新しい発見による喜びなど、RPGが本来持っている根本的な面
白さと、高い達成感につながるゲームデザインを追求した本格ダークファンタジーアクションRPGです。新要素「戦技」と呼ばれる武器固有の様々
なアクションで、ロールプレイ性豊かな戦略性ある駆け引きを重視した剣戟バトルを楽しむことができます。またシリーズ特有のオンラインネットワ
ークでは、シングルプレイに溶け込んだ独特のオンラインマルチプレイが可能で、過度なコミュニケーションを必要とせず、他のプレイヤーと共に冒
険を共有体験することができます。

©2016 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.

仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im570GA3-DS3

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (4コア/3.40GHz/TB時最大4.00GHz/8MBキャッシュ/HT対応)

CPU FAN LGA 1151用

チップセット インテル® H110 Express

メインメモリ 16GB PC3-12800 DDR3L (8GB×2) デュアルチャネル /最大16GB (8GB×2)

ストレージ 240GB SSD

光学ドライブ -

グラフィックス GeForce® GTX™ 970 (ビデオメモリ4GB）

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

内部拡張スロット PCI Express ×16 スロット×1（空き×0）、PCI Express ×1 スロット×3（空き×2 ）

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3)、2.5インチシャドウベイ×1（空き×0）

その他
■I/Oポート：PS/2マウス/キーボード ポート×2 (背面×2) ●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×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 500W (80PLUS® SILVER)

サイズ 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

保証 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

販売価格(税別) 139,800円

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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