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G-Tune、プロゲーミングチーム「Unsold Stuff Gaming」が推奨するゲーミングパソコンを販売開始！
～ 配信とプレイが同時に可能なハイスペックモデル！ ～

2016.10.06

マウスコンピューターTOP > G-Tune、プロゲーミングチーム「Unsold Stuff Ga…
Like 0 ツイート 0

※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、株式会社ブレイクスルー（代表取締役社長：高橋 大輔）が運営す
るプロゲーミングチーム「Unsold Stuff Gaming」の「Overwatch」部門への製品協力を実施します。それに伴い「Unsold Stuff Gaming」所属メンバ
ーが実際に使用する製品と同一仕様のゲーミングパソコンを18万4,800円(税別)にて販売開始致します。

受注開始は10月6日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秋葉原店にて販売
いたします。

G-Tune ホームページ

Unsold Stuff Gaming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

NEXTGEAR
i650PA7-SP3-USG

インテル® Core™ i7-
6700K プロセッサー

GeForce® GTX 1080(ビ
デオメモリ 8GB)

16GB PC4-17000
DDR4 (8GB×2)

240GB SSD 
+ 

2TB SerialATAIII
HDD 7200rpm

インテル® Z170
Expressチップセット

Windows 10
Home 64ビット

184,800
円(税別)

「Unsold Stuff Gaming」のチームメンバーが「Overwatch」をプレイする
構成と同一スペックのPCとなります。 

ゲームプレイと配信を同時に行うことを前提とし、拡張性と冷却性に優れ
たNEXTGEARシリーズを採用しました。
CPUはCore i7-6700K、メモリ16GB、グラフィックスはGeForce® GTX

1080を搭載することで、PCへの負荷が大きくかかる配信を実施しながら
も、プレイをする上で快適なFPSを確保することを可能とした、プロゲー
マーを目指す方々に向けたハイスペックモデルとなっております。

チーム【Unsold Stuff Gaming】とは

世界的に人気を集めているFPSタイトル「Overwatch」やMOBAゲームタイトル「League of Legends」を中心に活動しているプロe-Sportsチームとな
ります。特に「Overwatch」については部門内に複数のチームを保有しており、様々な大会にて実績を残すとともに、国際大会にも招待をされる実力
を有した現在注目のプロe-Sportsチームです。"ファンの皆様との関わりを大切に"をモットーに活動しています。

主な戦績
Overwatch Championship Series 決勝トーナメント2位(USG Iridata) 
Overwatch Championship Series 決勝トーナメント3位(USG Supreme) 
Overwatch Championship Series 決勝トーナメント4位(USG Maglia Rosa) 

JCG Master 2016 #1準優勝(USG Iridata) 
JCG Master 2016 #2優勝(USG Supreme) 
JCG Master 2016 #3優勝(USG Iridata) 

選抜・招待
APAC Premier Asia Pacific Tournament 招待出場 
USG Iridata Novady OverWatchワールドカップ日本代表 
USG Supreme Rutti OverWatch学生選手権日本代表 
USG Supreme Ryoya OverWatch学生選手権日本代表 

【Unsold Stuff Gaming】推奨パソコン

仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR i650PA7-SP3-USG

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 スマートキャッシュ / HT 対応 )

CPU FAN LGA 1151用

グラフィックス GeForce® GTX 1080 (ビデオメモリ 8GB)

メモリ 16GB PC4-17000 DDR4(8GB×2) /最大64GB (16GB×4)

ストレージ 240GB SSD + 2TB SerialATAIII HDD 7200rpm

チップセット インテル® Z170 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

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×2（空き×1）※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2)

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 (前面×2/背面×2) ●USB 3.0 ポート×6 (背面×4、前面

×2) ●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 700W電源(80PLUS® BRONZE)

本体寸法(mm) 【フロントパネル着脱前】 190（幅）×543（奥行き）×450（高さ）mm 
【フロントパネル着脱後】 190（幅）×470（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 184,800円（税別）

※1 下段のPCI Express×16スロットはPCI Express×4動作です。使用しているマザーボードおよびカスタマイズ内容により変動します。空きベイ/スロットについては、標準構
成に準じます。

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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ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)
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