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G-Tune、GeForce® GTX 1060/1070 搭載 
第 7 世代 CPU 採用 15.6型ゲーミングノートパソコンを販売開始！

～ 新世代 CPU & グラフィックスでゲーム & VR に最適スペック ～

2017.02.23

マウスコンピューターTOP > G-Tune、GeForce® GTX 1060/1070 搭載 第 7 世…
Like 0 ツイート 0

「NEXTGEAR-NOTE i5540 シリーズ」 「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」

※ 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、以下マウスコンピューター）は、ノートパソコン向け高性能グラフィッ
クスの GeForce® GTX 10 シリーズを搭載し、最新の第 7 世代 Core™ プロセッサーを採用した 15.6型ハイパフォーマンスゲーミングノートパソコン
「NEXTGEAR-NOTE i5540 シリーズ」、「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」を販売いたします。

両シリーズともに CPU は第 7 世代インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサーを採用し、GeForce® GTX 1060 を搭載した「NEXTGEAR-NOTE

i5540 シリーズ」は 14万 9,800円（税別）から、GeForce® GTX 1070 を搭載した「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」は 18万 9,800円（税別）か
らラインアップし、お好みのシリーズよりお選びいただくことができます。

最新プラットフォームで性能と消費電力のバランスをさらに向上し、最大 64GB メモリや最速クラスの NVMe 対応 M.2 PCI Express Gen3 ×4 接続
SSD など、ハイスペックを生かすカスタマイズにも対応する柔軟性の高いモデルです。

本製品は、2017年 2月 23日（木）午前 11時より 、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
にて受注および販売を開始いたします。

G-Tune ホームページ

NEXTGEAR-NOTE i5540 シリーズ製品ページ

NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ製品ページ

Sound Blaster X-Fi MB5 「SBX PRO STUDIO」

多様な音響効果設定が可能

Control Center「ゲーミング」設定

左 Windows キー無効設定や GPU 切り替えに対応

製品特長

ノートパソコン向け最新世代グラフィックスの GeForce® GTX 10 シリーズを搭載

「NEXTGEAR-NOTE i5540 シリーズ」では、GeForce® GTX 1060、「NEXTGEAR-NOTE i5730 シリーズ」では、GeForce® GTX 1070 を搭載し、
前世代のノートパソコン向けグラフィックスを大幅に超えるパフォーマンスを発揮します。
従来のゲーミングノートパソコンではパフォーマンスが不足していたゲームタイトルもプレイすることが可能になりました。さらに、「GeForce®

GTX VR Ready」に準拠しており、VR 環境にも対応することで幅広い用途に使用することができる製品です。

＜Futuremark 3DMark Fire Strike Graphics score ベンチマークスコア＞ 

Windows 10 Home 64ビット環境 フルHD解像度 

・NEXTGEAR-NOTE i5540: インテル® Core™ i7-7700HQ, PC4-19200 16GB メモリ, SSD, GTX 1060/3GB（ノート向け） 

・ノートモデル GeForce® GTX 960M: インテル® Core™ i7-6700HQ, PC4-17000 16GB メモリ, SSD, GTX 960M（ノート向け） 

・NEXTGEAR-NOTE i5730: インテル® Core™ i7-7700HQ, PC4-19200 16GB メモリ, SSD, GTX 1070（ノート向け） 

・ノートモデル GeForce® GTX 970M: インテル® Core™ i7-6700HQ, PC4-17000 16GB メモリ, SSD, GTX 970M（ノート向け） 

※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

電力効率に優れた第 7 世代 Core™ プロセッサーで長時間バッテリー動作

動作周波数や電力効率を向上した最新のインテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサーを搭載。 

最新プラットフォームの優れたテクノロジーによって、高いパフォーマンスを発揮しつつも、消費電力を低減することで、従来モデルから 1 時間以上
バッテリー動作時間がアップしました。
さらにメモリ速度も PC4-19200 へ高速化することで、システムのデータ転送速度をアップしています。

＜バッテリー動作時間＞
JEITA 2.0 測定基準 

・NEXTGEAR-NOTE i5540: インテル® Core™ i7-7700HQ, PC4-19200 16GB メモリ, SSD, GTX 1060/3GB（ノート向け） 

・ノートモデル インテル® Core™ i7-6700HQ: インテル® Core™ i7-6700HQ, PC4-17000 16GB メモリ, SSD, GTX 1060/6GB（ノート向け）

・NEXTGEAR-NOTE i5730: インテル® Core™ i7-7700HQ, PC4-19200 16GB メモリ, SSD, GTX 1070（ノート向け） 

・ノートモデル インテル® Core™ i7-6700HQ: インテル® Core™ i7-6700HQ, PC4-17000 16GB メモリ, SSD, GTX 1070（ノート向け） 

※自社測定値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

充実のストレージカスタマイズ

ストレージは SSD と HDD の同時搭載はもちろん、SSD は容量重視の一般的な SATA 接続タイプの他に、パフォーマンスに優れた NVMe 対応 PCI

Express Gen3×4 接続タイプも搭載が可能。 

その SSD の中でも最速クラスの Samsung 製 SM961-NVMe を標準搭載モデルから、または BTO カスタマイズからお選びいただくことができます。 

容量や速度など重視するスペックに応じて柔軟なカスタマイズが可能です。

＜CrystalDiskMark Sequential Read/Write ベンチマークスコア＞ 

Windows 10 Home 64ビット環境 「CrystalDiskMark v5.2.1 x64」で Seq Q32T1 データの Read/Write 速度を計測 

・SM961-NVMe: インテル® Core™ i7-7700HQ, 32GB メモリ, M.2 SM961-NVMe PCIe Gen3 ×4 接続 256GB SSD 

・SATA3標準品: インテル® Core™ i7-7700HQ, 32GB メモリ, 2.5 型 SATA3 接続 240GB SSD 

※スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

機能性に優れたインターフェイス

USB3.1 (Type-C) 端子をはじめ、メモリカードリーダーや 1000Base-T 対応有線 LAN 端子など、活用シーンを広げる各種のインターフェイスを搭載
しています。
クリックボタン中央部には、Windows Hello に対応する指紋センサーが内蔵されており、Windows のログインが便利になりました。 

 また、明るさを変更できる白色 LED バックライトを装備したキーボードを搭載しており、周囲が暗い環境でも高い視認性を確保することができま
す。
 4K-UHD 解像度に対応する外部ディスプレイ出力は、Mini DisplayPort×2、HDMI×1 の計 3 端子を用意しており、高解像度のマルチディスプレイ環
境にも対応します。
 無線 LAN は、最大 433Mbps に対応するインテル® Dual Band Wireless-AC 3168 を標準搭載し、高速で安定した無線 LAN 機能を提供します。

快適なゲームプレイをサポート

Windows キーの無効設定や内蔵冷却ファン速度の切り替えなど、ゲームプレイ時に役立つ専用アプリケーションを搭載しており、キー入力のカスタ
マイズ設定など便利な機能を活用することができます。
 また、先進のオーディオ処理技術を応用した Sound Blaster X-Fi MB5 を採用しており、立体感のあるサウンド出力やイコライザによるカスタマイ
ズ再生環境、さらに音声や足音をより聞き取りやすくする機能など、サウンド面からもゲームプレイ体験をより一層楽しくサポートします。

24時間 365日無償電話サポートで安心をフルサポート

ご購入から 1 年の間、無償修理保証と 24 時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客様のゲーミングライフ、パソコンの
ある生活を G-Tune は万全な体制でバックアップします。 

（年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

仕様詳細

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5540BA1 NEXTGEAR-NOTE i5540PA1

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー 
( 4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 )

グラフィ
ックス

GeForce® GTX 1060 （GDDR5/3GB） 
/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 4GB )※

GeForce® GTX 1060 （GDDR5/3GB） 
/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 16GB )※

メモリ
8GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×1) 

/最大 64GB (16GB×4)
32GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×4) 

/最大 64GB (16GB×4)

ス
ト
レ
ー
ジ

SSD 240GB SSD (6Gbps/Serial ATA接続) 512GB SSD M.2 規格 (PCI Express Gen3 ×4接続) Samsung SM961-NVMe

HDD - (BTOにて追加可能) 1TB HDD 5400rpm (Serial ATA接続)

光学ドラ
イブ

- （ BTO にて外付 USB 接続ドライブを追加可能）

チップセ
ット

モバイル インテル® HM175 チップセット

カードリ
ーダー

マルチカードリーダー 
［対応メディア：SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード］

液晶パネ
ル

15.6型フルHDノングレア液晶 ( IPS 方式 / LED バックライト / 1,920×1,080 )

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

その他

タッチパッド（スクロール機能付き）、日本語キーボード（107 キー、白色 LED バックライト付き）

I/O ポート： ● USB 3.1 ポート×2 (Type-C/右側面×2)、● USB 3.0 ポート×3 (背面×1、左側面×1、右側面×1) ● HDMI×1 (左側面) ● Mini DisplayPort×2（左側面）
●ヘッドフォン出力×1 (右側面、S/PDIFオプティカル出力と共用) ●マイク入力×1 (右側面) ●ライン出力×1（右側面） ● LANポート×1 (右側面) ●カードリーダー

×1（右側面） ●指紋センサー×1（スライド式/クリックボタン中央部）

LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応

無線
インテル® Dual Band Wireless-AC 3168 ( 最大 150/433Mbps/ 802.11ac/a/b/g/n) 

Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

WEB カメ
ラ

200万画素

スピーカ
ー

ステレオスピーカー（内蔵）

マイク モノラルデュアルアレイマイク（内蔵）

電源
内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V 

（ AC アダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 200W ）

動作時間 約 7.6 時間(JEITA2.0)

重量(本体) 約 2.7kg（ ※付属品を含まず ）

本体寸法 約 385（幅) × 271(奥行き) × 25.4(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

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
(税別) 149,800円 199,800円

※ 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5730BA1 NEXTGEAR-NOTE i5730PA1

OS Windows 10 Home 64ビット

CPU インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー 
( 4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応 )

グラフィ
ックス

GeForce® GTX 1070 （GDDR5/8GB） 
/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 4GB )※

GeForce® GTX 1070 （GDDR5/8GB） 
/インテル® HD グラフィックス 630 ( 最大 約 16GB )※

メモリ
8GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×1) 

/最大 64GB (16GB×4)
32GB PC4-19200 DDR4-SODIMM (8GB×4) 

/最大 64GB (16GB×4)

ス
ト
レ
ー
ジ

SSD 240GB SSD (6Gbps/Serial ATA接続) 512GB SSD M.2 規格 (PCI Express Gen3 ×4接続) Samsung SM961-NVMe

HDD - (BTOにて追加可能) 1TB HDD 5400rpm (Serial ATA接続)

光学ドラ
イブ

- （ BTO にて外付 USB 接続ドライブを追加可能）

チップセ
ット

モバイル インテル® HM175 チップセット

カードリ
ーダー

マルチカードリーダー 
［対応メディア：SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード］

液晶パネ
ル

15.6型フルHDノングレア液晶 ( LEDバックライト/1,920×1,080 )

サウンド ハイデフィニション・オーディオ

その他

タッチパッド（スクロール機能付き）、日本語キーボード（107 キー、白色 LED バックライト付き）

I/O ポート： ● USB 3.1 ポート×2 (Type-C/右側面×2)、● USB 3.0 ポート×3 (左側面×2、右側面×1) ● HDMI×1 (背面) ● Mini DisplayPort×2（背面×1、左側面×1）
●ヘッドフォン出力×1 (右側面、S/PDIFオプティカル出力と共用) ●マイク入力×1 (右側面) ●ライン出力×1（右側面）● LANポート×1 (右側面) ●カードリーダー

×1（右側面） ●指紋センサー×1（スライド式/クリックボタン中央部）

LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応

無線
インテル® Dual Band Wireless-AC 3168 ( 最大 150/433Mbps/ 802.11ac/a/b/g/n) 

Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

WEB カメ
ラ

200万画素

スピーカ
ー

ステレオスピーカー（内蔵）

マイク モノラルデュアルアレイマイク（内蔵）

電源
内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V 

（ AC アダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力 19.5V DC 230W ）

動作時間 約 6.2 時間(JEITA2.0)

重量(本体) 約 3.1kg（ ※付属品を含まず ）

本体寸法 約 385（幅) × 271(奥行き) × 28.8(高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

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
(税別) 189,800円 239,800円

※ 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

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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