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G-Tune、オンライン海洋冒険RPG『大航海時代 Online』推奨パソコンの 
特典アイテムをリニューアルし販売開始！

～ 激変する革命の時代に出航せよ！！ ～

2016.07.04

マウスコンピューターTOP > G-Tune、海洋冒険オンラインRPG「大航海時代 …
Like 0 ツイート 0

「LITTLEGEAR シリーズ i310SA2-DKO」 

※ モニタ、マウス、キーボードは別売りとなります。

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、株式会社コーエー
テクモゲームス(代表取締役社長：鯉沼久史、本社：神奈川県)がサービスを運営するオンライン海洋冒険RPG『大航海時代 Online』推奨パソコンを販
売開始致します。 推奨パソコンには最新拡張パック『Age of Revolution』に対応した特典アイテムが付属します。

推奨パソコンはLITTLEGEARシリーズよりインテル® Core™ i5-6400、GeForce® GTX™ 750を搭載し税別8万円台に価格を抑えた「LITTLEGEAR

i310BA2-SP-DKO」に加え、グラフィックスをGeForce® GTX™ 960に強化した「LITTLEGEAR i310SA2-DKO」の2モデルを販売開始します。 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けます。

受注開始は7月4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秋葉原店、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

大航海時代 Online 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-SP-DKO インテル® Core™ i5-6400

プロセッサー

GeForce® GTX™ 750(ビデ
オメモリ 1GB) 8GB PC3-12800

DDR3
500GB ハードデ
ィスク 7200rpm

インテル® H110
Express チップセ

ット

Windows 10
Home 64 ビット

89,800
円(税別)

LITTLEGEAR
i310SA2-DKO

GeForce® GTX™ 960(ビデ
オメモリ 2GB)

99,800
円(税別)

推奨パソコン特典

G-Tuneの『大航海時代 Online』推奨パソコンには、特典として、ゲームプレイ用シリアルナンバー（プレイ期間30日間、船内金庫(NO.1)30日間、船
内金庫(NO.2)30日間）と、 産業革命を支えた英国給仕が着用する「英国風バトラースーツ」「英国風メイドドレス」「英国風ホワイトブリム」や、
航海に役立つ消費アイテムなどを入手できるアイテムシリアルナンバーがセットで付属しています。

大航海時代 Online

海を翔けるロマン――

『大航海時代 Online』は、風と光があふれるオンライン海洋冒険RPGです。 

プレイヤーは一人の航海者として大航海時代のヨーロッパへと降り立ちます。
そして、名声や巨万の富を求めて、世界中の大海原へと漕ぎ出すのです。
選べる職業は80種類以上。冒険者、商人、軍人のそれぞれの生きかたに応じた 

独自の成長システムが用意されています。
お好みのプレイスタイルに合わせて、あなただけの航海をお楽しみください！

©2005-2016 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

仕様詳細

製品型番 LITTLEGEAR i310BA2-SP-DKO LITTLEGEAR i310SA2-DKO

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー 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 )

グラフィックス GeForce® GTX™ 750 (ビデオメモリ 1GB) 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 ハードディスク 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)

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(mm) 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 89,800円（税別） 99,800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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