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ニュースリリース

ヨドバシカメラ、マウスコンピューター製のオリジナルブランドパソコン
 地デジチューナー搭載の液晶セットモデルを含む2機種を発売！

 

～ 地上デジタルチューナー内蔵モデルもラインアップ ～

2010.07.09

(※写真はイメージとなり、実際の商品仕様とは異なります)

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、以下「マウスコンピューター」）と株式会社ヨドバシカメラ（以下「ヨドバシカメラ」）は、マウスコンピューター製の

オリジナルブランドパソコンに、 Windows® 7をプリインストールし、大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター フロンティア オンライン」の動作推奨モデル1機種と、フルHD表

示に対応した液晶ディスプレイをセットにし、最新のMicrosoft® Office Personal 2010をプリインストールしたスリム型デスクトップタイプを1機種、計2機種を全国のヨドバシカメラ各店で、7月

10日(土)より順次発売いたします。

今回発売する新製品は、インテル® Core™ i3-530 プロセッサーを搭載し、大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨モデルのスリム型デスク

トップタイプと、インテル® Core™i3-530 プロセッサーと地上波デジタルチューナーを搭載し、さらに21.5型フルHD液晶ディスプレイをセットにし、Microsoft® Office Personal 2010をプリインス

トールした12万円台のスリム型デスクトップタイプとなっております。

■ 新製品の概要
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今回発売する新製品は、大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨モデルの「PCM5310TGSL」、インテル® Core™ i3-530 プロセッサー、デュ

アルチャネルDDR3メモリ4GB、ハードディスク 1TB、DVDスーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GT220を搭載し、9万9,800円(税込)となり、「PCM5305SLTVST」は、最新のオフィスソフ

ト、Microsoft® Office Personal 2010をプリインストールし、地上デジタルチューナーを搭載、さらに21.5型フルHD液晶ディスプレイをセット、インテル® Core™i3-530 プロセッサー、デュアルチ

ャネルDDR3メモリ4GB、500GB　ハードディスク、DVDスーパーマルチドライブを搭載し、12万9,800円となります。

また、全てのモデルが365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が標準で付属し、購入後も安心してご利用できます。

今回発表の新製品は、7月10日（土）より、ヨドバシカメラの各店舗にて順次販売を開始いたします。 ※一部店舗でお取扱のない製品がある場合がございます。予めご了承ください。

●「モンスターハンター フロンティア オンライン」とは
 

　「モンスターハンター」シリーズは、ハンターとなるプレイヤーが大自然の中で迫力ある巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。家庭用ゲームソフトとして、2004年

3月に第1作目を発売して以降、約1,100万本以上を出荷（2009年10月1日時点）した、株式会社カプコンの代表的な作品のひとつです。 「モンスターハンター フロンティア オンライン」はシリ

ーズで楽しめる狩猟生活の要素をそのままに、ハンターたちが多人数集まるビジュアルロビー「メゼポルタ広場」や、ハンター仲間が集まって結成するコミュニティ機能「猟団」などの新要素・

新機能を多数追加したパソコン用オンライン専用タイトルです。

「モンスターハンター フロンティア オンライン」公式ビギナーサイト
 http://www.mh-frontier.jp/mc/

「モンスターハンター フロンティア オンライン」内のオリジナル防具やアイテムセットが手に入るキャンペーンの詳細は下記ページをご参照ください。
 http://members.mh-frontier.jp/campaign/c2d/

【オリジナルインストールディスク】
 

　ピクチャーレーベル仕様のディスク盤面が特長の「オリジナルインストールディスク」が付属します。これによりゲームのダウン

ロード作業を省くことができ、モデルのご購入後、すぐに「モンスターハンター フロンティア オンライン」の世界を体験することが

可能です。
 

(C) CAPCOM CO., LTD. 2007, 2010 ALL RIGHTS RESERVED

■ 新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー メモリ
ハードディ

スク
光学ドライブ グラフィックス OS テレビチューナー ディスプレイ 価格

PCM5310TGSL

インテル® Core™ i3-530 プ

ロセッサー（2.93GHz）

4GB PC3-

10600 ※
1TB シリア

ル-ATA

2層書込対応22倍速DVDス

ーパーマルチドライブ

NVIDIA®

GeForce®

GT220

Windows® 7 Home

Premium 32-bit版 正規版 - -
9万9,800

円（税込)

PCM5305SLTVST 500GB シリ

アル-ATA

インテル® HD

グラフィックス

地上波デジタルチュ

ーナー（1波対応）

iiyama 21.5型 フルHD

液晶ディスプレイ

12万9,800

円(税込)
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※搭載メモリは4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。構成内容によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

■ 新製品の主な特長

●PCM5310TGSL
 

　省スペースなスリム筺体にインテル® 32nmテクノロジー採用のデュアルコアCPUであるインテル® Core™ i3-530プロセッサーを搭載し、インターネットやデジタル写真を楽しむなど、PCを楽

しむために必要な基本的機能を備えつつ、NVIDIA® GeForce® GT220を搭載し、大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨モデルで9万円台と

いう価格を実現したモデルです。

●PCM5305SLTVST
 

　最新のオフィスソフトMicrosoft® Office Personal 2010をプリインストール、インテル® 32nmテクノロジー採用のデュアルコアCPUであるインテル® Core™ i3-530プロセッサーを採用、大容量

デュアルチャネルメモリ4GBを搭載し、Windows® 7 Home Premiumをプリインストール、21.5型フルHD対応液晶もセット、さらに地上波デジタルチューナーを搭載し、パソコンでデジタル放送

をお楽しみいただけるモデルとなります。

■ 新製品の主な特長

「1年間24時間電話サポート」
 

　休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。※年末年始、

および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

■ 新製品の詳細スペック

【PC本体】

製品型番 PCM5310TGSL PCM5305SLTVST

OS Windows® 7 Home Premium 32-bit正規版

Officeソフト - Microsoft® Office Personal 2010

プロセッサー インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（256KBx2 L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ/2.93GHz）

メインメモリ 4GB PC3-10600 (2GBx2/最大4GB) ※

ハードディスク 1TB シリアルATA 7200rpm 500GB シリアルATA 7200rpm

チップセット インテル® HM55 Express チップセット

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB インテル® HD グラフィックス

ドライブ
DVD±R 2層書き込み対応最大22倍速DVDスーパーマルチドライブ

 (DVD-R DLx8/DVD-RWx6/DVD+R DLx8/DVD+RWx4/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-Rx32/CD-RWx32/CD-ROMx48/DVD-ROMx16)

カードリーダー 11in1+4 マルチカードリーダー

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

テレビチューナー - 地上波デジタルチューナー（1波/リモコン付属）

ディスプレイ - iiyama PLE2210HDS-W1

その他

PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス
 ■I/Oポート：PS/2：キーボード/マウスポートx 1(背面x1)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォン(前面各x1)ラインアウト/マ

イクイン/リアスピーカー/センター・サブウーハー/サイドスピーカー（背面各x1） ●10/100/1000BASE-T LAN(背面x1)



サイズ 100(幅)×393(奥行き)×364(高さ) mm

保証 1年間無償保証

価格 9万9,800円(税込) 12万9,800円(税込)

※搭載メモリは4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。構成内容によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

【液晶ディスプレイ】

セットモデル名 PCM5305SLTVST

製品型番 PLE2210HDS-W1

液晶パネル ※1

駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス

サイズ 対角：55cm（21.5型）

最大表示範囲 水平：476.6mm 垂直：268.1mm

画素ピッチ 0.248mm

視野角 左右各85°、上下方向80°（標準）

応答速度 2ms（G to G）、5ms（黒→白→黒）

輝度 250cd/m2（標準）

コントラスト比 1000：1（標準）（ACR機能時20000：1　※3）

表示色 約1,670万色

アナログ走査周波数 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz

デジタル走査周波数 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz

表示可能解像度 ※2 1920×1080（最大） 2.1MegaPixels

信号入力コネクタ
アナログ D-SUBミニ15ピンコネクタ

デジタル DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/HDMIコネクタ

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B™対応

入力信号

同期 セパレート同期：TTL、正極性/負極性

映像 アナログ 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性

映像 デジタル DVI（Rev.1.0）準拠　/　HDMI（Ver.1.3）準拠

音声 1Vrms（最大）

ヘッドホン端子 -

入力電源 AC100V　50/60Hz

消費電力
標準 24W

パワーマネージメントモード時 1W（最大） ※4

スピーカー AC100V　50/60Hz



外形寸法(幅×高×奥行 mm) 505.0（幅）× 366.0（高）× 180.0（奥行） mm

重量 kg(スピーカー、スタンド含む) 3.5kg

角度調節範囲 上方向20°、下方向5°

セキュリティー 盗難防止用金具取り付け孔

フリーマウント 100mm×100mm（VESA規格対応）

環境条件
動作時：温度 5～35℃　　湿度10～80％（結露なきこと）

 保管時：温度-20～60℃　湿度5～85％（結露なきこと）

リサイクル 対応

RoHS規格 対応

J-Moss 対応/td> グリーンマーク

保証期間
3年間保証

 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。

付属品
D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル/スタンド/スタンドベース/クイックスタートガイド/保証書(ク

イックガイド裏表紙)

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさの

むらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

※4 オーディオ機器未接続時。

【テレビチューナー】

地上波デジタルチューナー

インターフェース PCI-Express x1

受信放送 地上デジタル放送

アンテナ入力 F型コネクター ｘ1 （変換アダプタ経由）

映像/音声方式 MPEG2 / MPEG2 AAC

ダビング10 ○

ムーブ ○

インターネット環境 デジタル放送の視聴、録画やデータ放送双方向サービスに必要

リモコン 付属（赤外線方式）

※電波や同時起動ソフトウェアの状況により、コマ落ちが発生することがあります。

※デジタル放送を視聴するには、モニターに付属のDVI-Dケーブルとオーディオケーブルを接続しご使用ください。

※サウンドはアナログ出力のみに対応します。

※録画した番組は録画したパソコンでのみ再生出来ます。

※地上デジタル放送の視聴には、地上デジタル対応アンテナが必要です。

※ケーブルテレビのデジタル放送送信サービスについては、ご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。
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