
「NEXTGEAR-NOTE i5560 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（代表取締役社⻑︓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“G-Tune”の最新モデルとして、6コア搭載の第8世代 インテル® Core™ プロセッサーを採用し
た15.6型フル HD ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i5560シリーズ」を9月19日（水）より販売を
開始します。 

本製品は、6コアを搭載した最新の第8世代 CPU を採用することで、物理演算処理能⼒が最⼤で約35％向上※1

しており、物理演算能⼒が必要とされるゲームタイトルにおいてさまざまな物の動きを滑らかに表現できます。また、グラフ
ィックス専用メモリ6GB を搭載した「GeForce® GTX 1060」を採用しており、⼤容量のビデオメモリを必要とする高精
細テクスチャの表示や高解像度対応のゲームプレイ時など、滑らかな表現を実現します。 

代表的なモデルとして、16GB メモリ、NVMe 対応 256GB SSD、2TB ハードディスク搭載で17万4800円（税
別）の「NEXTGEAR-NOTE i5560PA1-C」や、8GB メモリ、500GB ハードディスク搭載で14万4800円（税
別）の「NEXTGEAR-NOTE i5560BA1」をそろえるとともに、BTO(Build To Order)により32GB メモリ、NVMe
対応1TB SSD や2TB ハードディスクを選べるシリーズとして展開します。 

製品の販売は、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 各店にて開始します。 

※1 当社比。インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー搭載従来製品との比較
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G-Tune ホームページ ︓https://www.g-tune.jp/ 
製品ページ ︓https://www.g-tune.jp/note_model/i5560/ 

■製品特⻑

■6コア搭載の最新 CPU を採用した高性能ゲーミングノートパソコン

本製品は、6コアを搭載した最新の第8世代 CPU「インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー」を採用することで、
物理演算処理能⼒が最⼤で約35％向上しており、物理演算能⼒が必要とされるゲームタイトルにおいて人物や物の
動きを滑らかに表現することができます。 

＜測定環境＞ 

本製品︓インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー / 32GB メモリ / GeForce® GTX 1060(6GB) 

比較製品︓インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサー / 32GB メモリ / GeForce® GTX 1060(6GB) 

3DMark Fire Strike Physics score を測定

■グラフィックス専用メモリ6GB 搭載の「GeForce® GTX 1060」を採用

グラフィックスメモリ6GB 搭載の「GeForce® GTX 1060」を採用するとともに、「GeForce® GTX 1060」を映像出
⼒の最終段となるゲーミンググラフィックスプロセッサーとすることで、⼤容量のビデオメモリを必要とする高精細テクスチャの
表示や高解像度対応のゲームプレイ時など、滑らかな表現を実現します。 

画⾯出⼒⽅式の⽐較 



■VR Ready 準拠のハイスペックモデル

VR の推奨基準である「GeForce® GTX VR Ready」に準拠しており、VR による没入感のある映像体験が可能
です。 

■アルミニウム製天板にヘアライン加工を施し、⿊基調の洗練されたデザインを採用

⿊を基調とした本体はシンプルな外観に加え、アルミニウム製天板と樹脂製パームレストにヘアライン加工を施してお
り、ゲーミングノートパソコンとして洗練されたデザインを採用しています。また、パームレストは、使用時につきやすい指紋
を目⽴ちにくくするマット加工も施しています。 

■環境設定やゲームプレイをより快適に

快適なゲームプレイのために用意された管理ツール「CONTROL CENTER」を用いることにより、ゲーム内で頻繁に
⾏う作業を「マクロキー」に登録することで、細かな操作を都度⾏うことなくボタン⼀つで実⾏することが可能です。 

「GeForce® GTX VR Ready」

CONTROL CENTER とキーボード 



■ゲームプレイに適した LED バックライト搭載キーボード

キーボードは、キーピッチ18.5mm のフラットキーを採用するとともに、LED バックライトを搭載することで、入⼒しやす
く高い視認性を確保しています。また、LED が点灯することにより、暗い部屋でのゲームプレイでもキーを⾒失う可能性
を低減し、ゲームへの没入感を高めることができます。 

■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いたします。（弊社の定めるメンテナンス日を除く。） 

LED バックライト搭載キーボード 



■製品仕様

製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5560BA1 NEXTGEAR-NOTE i5560PA1-C 

OS Windows 10 Home 64 ビット 

CPU 
インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー

(6 コア/ 2.20GHz/ TB 時最⼤ 4.10GHz/ 9MB スマートキャッシュ/ HT 対応) 

グラフィックス GeForce® GTX 1060 (GDDR5/6GB) 

メモリ

8GB (8GB×1) 

PC4-19200 DDR4 SODIMM /最⼤ 32GB 

(16GB×2) 

16GB (8GB×2) 

PC4-19200 DDR4 SODIMM /最⼤ 32GB 

(16GB×2) 

ストレージ
M.2 SSD - 

256GB Samsung PM981  

(NVMe 対応/M.2 規格/PCI Express x4 接

続) 

ハードディスク 500GB 2TB 

光学ドライブ - (BTO にて外付け 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® HM370 チップセット

カードリーダー
マルチカードリーダー（右側面×1）

［対応メディア︓SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)］ 

液晶パネル 15.6 型 フル HD ノングレア (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

インターフェース

●HDMI×1 (背面×1) ●Mini DisplayPort×1 (背面×1) ●USB3.1×1 (Type-C/左側面

×1) ●USB3.0×3 (Type-A/右側面×1、左側面×2) ●イーサネット×1(1000Base-

T/100Base-TX/10Base-T 対応 / 背面×1) ●ヘッドホン出⼒×1 (左側面×1) ●マイク入⼒

×1 (左側面×1) ●IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最⼤ 433Mbps) + Bluetooth 5 モジュール内

蔵 

Web カメラ 100 万画素 

マウス ジェスチャー機能対応 高精度タッチパッド 

キーボード
日本語バックライトキーボード 

(フルカラーLED/ 103 キー/ キーピッチ約 18.5mm / ストローク約 2mm)

スピーカー ステレオ スピーカー（内蔵）

マイク 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 180W） 

動作時間 約 5.5 時間(JEITA2.0) 

重量 約 2.6kg 

本体寸法 

（幅×奥⾏×高さ） 

390×271.5×26.1 mm (折り畳み時/ 突起部含まず) 

390×271.5×29.2 mm (折り畳み時/ 突起部含む) 

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) 14 万 4800 円 17 万 4800 円 


