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G-Tune、「Gaming on Windows」推奨パソコンを販売開始
～ 最新ゲームタイトルを 4K-UHD 解像度に最適なスペックで！ ～

2016.10.06

マウスコンピューターTOP > G-Tune、「Gaming on Windows」推奨パソコン…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR-MICRO im570SA7-GOW」 「NEXTGEAR i650PA8-GOW」

※ 画像はイメージです。※ 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、ゲーミングブランド「G-Tune」より、マイクロソフト社より提供
されている複数のゲームタイトルが快適に動作すること確認した「Gaming on Windows」推奨パソコンを発売開始します。

推奨パソコンとしては最新タイトルを フルHD で快適にプレイが体験できる NEXTGEAR-MICRO シリーズに加え、より高解像度で楽しむためのハイ
スペックモデルとして NEXTGEAR シリーズの 2 モデルをご用意致しました。

受注開始は 10月 6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

Gaming on Windows 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(税別)

NEXTGEAR-
MICRO

im570SA7-
GOW

インテル® Core™
i7-6700 プロセッサ

ー

GeForce® GTX
1060(ビデオメモリ

3GB) DDR4 16GB PC4-
17000 デュアルチャ

ネル

240GB SSD + 2TB HDD (シリ
アルATA/6Gbps接続 7200rpm)

インテル® H110
Express チップセ

ット Windows 10
Home 64 ビッ

ト

119,800円

NEXTGEAR
i650PA8-GOW

インテル® Core™
i7-6700K プロセッサ

ー

GeForce® GTX
1080(ビデオメモリ

8GB)

インテル® Z170
Express チップセ

ット
184,800円

対応ゲームタイトル

最新タイトル「ReCore」を初めとした最新タイトルを含む4タイトルが対象となります。 

特に、「QUANTUM BREAK」、「Forza Horizon 3」、「Forza Motorsport 6: Apex」は最新の DirectX 12 に対応している事から、グラフィックス描
画の処理速度の向上や新しいグラフィックス・エフェクトの利用により画質やリアリズムの向上が行われます。フルHD 環境で美麗な映像を体験する
のであれば、NEXTGEAR-MICRO が最適スペックとなり、さらに高解像度での体験を求める方には GeForce® GTX 1080 を搭載しているハイスペッ
クモデル NEXTGEAR シリーズであれば 4K-UHD 解像度での体験が可能となります。
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仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im570SA7-GOW

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 スマートキャッシュ / HT 対応 )

グラフィックス GeForce® GTX 1060 (ビデオメモリ 3GB)

メモリ 16GB PC4-17000 DDR4(8GB×2) デュアルチャネル /最大32GB (16GB×2)

ストレージ 240GB SSD+2TB HDD(シリアルATA/6Gbps接続 7200rpm)

チップセット インテル® H110 Express

光学ドライブ -

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）、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×2) ※、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/キーボードコンボ ポート×2 (背面×2) ●USB 2.0 ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面×1 )
●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 500W 電源(80PLUS® SILVER)

本体寸法(mm) 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (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 119,800円（税別）

※ 一番下のベイは2.5インチと共用です。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。

製品型番 NEXTGEAR i650PA8-GOW

OS Windows 10 Home 64ビット

プロセッサー 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 )

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) デュアルチャネル /最大 64GB (16GB×4)

ストレージ 240GB SSD+2TB HDD(シリアルATA/6Gbps接続 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）※、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）

※ 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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