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「レインボーシックス シージ アドバンスエディション」が標準付属するゲーミングパソコンを販売開始！
～大会公式解説者「ふり～だ」選手お勧めスペック～
2018.04.16

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、ゲーミングパソコンブランド「GTune」より、人気の e-sports タイトル「レインボーシックス シージ アドバンスエディション パソコン版」が標準で付属するゲーミングパソコンを 4
月 16日（月）11時より販売開始します。
本製品は、G-Tune がスポンサードするプロゲーミングチーム「Team:GODSGARDEN」所属の「ふり～だ」選手協力のもと、製品化しています。
「レインボーシックス シージ」大会公式解説者である「ふり～だ」選手のゲーム知識に基づき、これからゲームを始められる方向け製品や、高フレ
ームレートでゲームをプレイされる方向けの製品など、ユーザーの目的に応じたラインアップを用意いたしました。
また本製品には「レインボーシックス シージ アドバンスエディション」が標準で付属されています。通常であればゲームソフトを個別で購入する必
要がありますが、本製品はプレイに適したパソコンとソフトがセットになっているお得な商品です。
製品価格は 11万 2800円（税別）より、G-Tune ホームページ、電話通販窓口、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 各店
にて受注及び販売を開始いたします。

G-Tune ホームページ
製品ページ

製品特長
「レインボーシックス シージ」大会公式解説者「ふり～だ」選手がお勧めするスペック
自身も「レインボーシックス シージ」のプレイヤーでありながら、公式大会で解説者を務めるプロゲーマー「ふり～だ」選手がお勧めするスペック
で構成した製品です。ゲームプレイする際のスタイル別に複数のラインアップをご用意しております。
代表例として以下2モデルを紹介いたします。

■価格を 11万円台前半に抑えた、これからゲームを始める方向けのエン
トリーモデルとなります。ミドルクラスのグラフィックス GeForce®
GTX 1060 （3GB）に 16GBメモリを搭載したモデルになり、60FPS
以上のフレームレートで安定したゲームプレイが可能です。

NEXTGEAR-MICRO im570SA1-R6S
※ 画像はイメージです。
※ キーボード、マウス、液晶ディスプレイはオプションです。

■最高の環境でゲームをプレイしたい方向けとして最新世代 CPU であ
るインテル® Core™ i7-8700K とハイスペックグラフィックス
GeForce® GTX 1080 を搭載しました。画面設定を高品質に設定した上
で、ゲーミングモニターを用いた高フレームレート環境でゲームプレイ
をする方向けに最適なモデルとなっております。

NEXTGEAR-MICRO im570SA1-R6S
※ 画像はイメージです。
※ キーボード、マウス、液晶ディスプレイはオプションです。

標準付属する「レインボーシックス シージ アドバンスエディション パソコン版」について
「レインボーシックス シージ アドバンスエディション」は、発売後 3年目のシーズンである「Year3」を迎える「レインボーシックス シージ」をよ
り楽しめるように、「通常版」との違いとしてイベント限定装飾アイテムが手に入る「10個の Outbreak コレクションパック」や、コンテンツ追加に
利用できる「600 R6 クレジット」が含まれています。

※「レインボーシックス シージ アドバンスエディション」の標準付属は 2019年 9月 30日までとなります。
※ 標準付属する「レインボーシックス シージ アドバンスエディション」のアクティベーションコード有効期限は 2019年10月30日までとなります。
※ 本クーポンは、日本国内でのみ有効です。
※ ゲームのダウンロードにはインターネット環境が必要です。
※ ゲームのダウンロードに 30GB 以上のストレージ空き容量が必要です。
※ 標準付属する本クーポンの換金、転売、譲渡、返品はできません。
※ 万一、本コードを紛失、破損された場合でも、本クーポンの再発行のご要望には応じかねます。

「レインボーシックス シージ」とは
対テロ攻撃部隊「レインボー」の活躍を描く FPS シリーズ「レインボーシックス」。
世界での累計販売本数は 2,700万本に達し、根強いファンも多い本シリーズの7年振りとなる最新作「シージ」。
本作には、実在する5つの組織の特殊部隊員が登場。
プレイヤーは、それぞれ独自の技術や装備を持つ彼らから、オペレーター（操作キャラクター）を自由に選んでチームを構成し、困難なミッションに
挑むことになる。

公式ホームページ：http://www.ubisoft.co.jp/r6s/
©2015-2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of
Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

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。ご購入後もお客さまのパソコンのある生活を万全な
体制でバックアップします。（弊社の定めるメンテナンス日を除く。）

製品仕様

製品型番

NEXTGEAR-MICRO im570SA1-R6S

OS

Windows 10 Home 64ビット

CPU

インテル® Core™ i5-7400 プロセッサー
（ 4コア / 3.00GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB スマートキャッシュ ）

グラフィックス

GeForce® GTX 1060 （ビデオメモリ 3GB）

メモリ

16GB PC4-19200 DDR4-DIMM （8GB×2）/ 最大 32GB （16GB×2）

ストレージ

SSD

- （BTOにて追加可能）

HDD

1TB 7200rpm（ 6Gbps / Serial ATA 接続 ）

チップセット

インテル® H110 チップセット

カードリーダー

- （ BTO にて追加可能 ）

光学ドライブ

- （ BTO にて追加可能 ）

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

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、Mini DIN 6ピン） ● USB 2.0 ポート×4 （背面×2、前面×2） ● USB 3.0 ポート×3
（背面×2 前面×1） ● DVI-D 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）

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×1）

電源

500W電源（80PLUS® BRONZE）

重量

約 9.5kg

本体寸法

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(税別)

11万 2800円

製品型番

NEXTGEAR i670PA1-R6S

OS

Windows 10 Home 64ビット （DSP）

CPU

インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー
（ 6コア / 3.70GHz / TB 時最大 4.70GHz / 12MB 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 PC4-19200 DDR4-DIMM （8GB×2） / 最大 64GB （16GB×4）

ストレージ

SSD

240GB （6Gbps/Serial ATA接続）

HDD

2TB 7200rpm（6Gbps/Serial ATA接続）

チップセット

インテル® Z370 チップセット

カードリーダー

マルチカードリーダー

光学ドライブ

- （ BTO にて追加可能 ）

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

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、Mini DIN 6ピン） ● USB 3.1 Type-A×2 （Gen2 背面×2） ● USB 3.0 ポート
×6 （前面×2、背面×4) ● USB 2.0 ポート×2 （前面×2) ● DisplayPort×3 （背面×3） ● DVI-D×1 （背面×1） ● ラインイン、ラインアウト、ヘッド
フォン（前面×1）、マイク入力 （モノラル 前面×1/背面×1）、ラインイン/ラインアウト/リアスピーカー/センター・サブウーファー/サイドスピ
ーカー （背面×各1） ● LANポート×1 （1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、背面×1、RJ-45）

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×3）

拡張ストレージベイ

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）、5.25インチオープンベイ×2（空き×2）

電源

700W電源（80PLUS® BRONZE）

重量

約 10.1kg

本体寸法

【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(税別)

20万 4800円

※ 下段のスロットは×4 動作となります

※ 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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