ニュースリリース

G-Tune、NVIDIA® GeForce®GTS450を搭載した
「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨スペックパソコンを発売！！
～ 「ウォームセイバー(太刀)」「Coreのカケラ」「便利アイテムセット【入門】」
「非売品オリジナルインストールディスク」の豪華4点セットが付属する！！ ～
2010.09.29

「NEXTGEAR i300BB3-MH」

ディスプレイ・スピーカーはオプションです。
付属するマウス・キーボードは画像とは異なります。
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）は、株式会社カプコンが運営する大人気オンライン専用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」の推奨スペックパソコンのラインナップに、NVIDIA® GeForce® GTS450 を搭載したハイスペックモデルを追加いたします。
FullHD環境でのゲームプレイをコンセプトとしたNEXTGEARモンスターハンター フロンティア オンライン推奨スペックパソコンとして、ゲームに対するスピード感をイメージしデザインされた
ATXケースに、インテル® Core™ i7-870 プロセッサー、デュアルチャネル 4GBメモリ、500GBハードディスク、DVDスーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GTS450、Windows®7
HomePremium 32-bit 正規版 がプリインストール済みの「NEXTGEAR i300BB3-MH」が9万9,750円となります。

また、付属するキーボードとして、「Microsoft® Wired Keyboard 600モンスターハンター フロンティア オンライン スペシャル エディション」を標準で採用しているため、ゲーム内特典の「ウォ
ームセイバー（太刀）」が付属いたします。

■ 新製品の主なスペック
製品名

プロセッサー

メモリ

チップセット

ハードディスク

光学ドライブ

グラフィックス

OS

価格

NEXTGEAR
i300BB3MH

インテル® Core™ i7-870 プ
ロセッサー

4GB DDR3
PC3-10600

インテル® H55 Express
チップセット

500GB シリアル
ATAⅡ

DVDスーパーマル
チドライブ

NVIDIA® GeForce® GTS450 (ビデ
オメモリ 1GB)

Windows® 7 Home Premium
32-bit 正規版

9万9,750円
（税込）

今回発表する新製品は、BTO/カスタムオーダーメイドに対応しており、メモリ容量や、ハードディスク容量、マウスなどデバイスの各種カスタマイズが可能です。また、標準で365日24時間
電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が付き、購入後も安心してご利用頂けます。さらに充実の3年間保証サービスもお求めやすい価格で選択頂くことも可能です。
受注開始は9月29日午後3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（マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップ2F、G-Tuneショップ）にて
行います。
今後もG-Tuneでは、魅力的なゲームタイトルが楽しめるモデルをリリースし、お客様の快適なデジタルゲーミング環境を提供し続けて参ります。

●「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/
●ダレット：モンスターハンター フロンティア公式メンバーサイト
http://daletto-members.mh-frontier.jp/
●ハンゲーム：モンスターハンター フロンティア公式メンバーサイト
http://members-mhf.hangame.co.jp/

■ウォームセイバー（太刀）

「Microsoft® Wired Keyboard 600モンスターハンター フロンティア オンライン スペシャル エディション」の購入特典である、「ウォームセイバー（太刀）」が付属します。
※ 会心率は斬れ味ゲージ緑の状態のものです。

Microsoft® Wired Keyboard 600
モンスターハンター フロンティア オンライン スペシャル エディション
●Microsoft® Wired Keyboard 600モンスターハンター フロンティア オンライン スペシャル エディションの紹介ページは下記をご参照ください。
http://members.mh-frontier.jp/topic/ms/keyboard600/

■インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーキャンペーン
イベントコードをゲーム内イベントハウスで入力すると、フルセット装備で早食い、装填速度＋３、高速剥ぎ取り＆採取、砥石使用高速化のスキルが身に付くオリジナル防具「デュオシリー
ズ」の生産素材である「Core のカケラ」を入手できます。

更に、2009年12 月 9 日の「シーズン7.0 “絶島主、ラヴィエンテ”」アップデート後より、「Core シリーズ」「Core シリーズ C」まで強化したユーザー
だけが入手できる新防具「エクストシリーズ」が実装されました！

*
*
*
*
*

「エクストシリーズ」は「Core シリーズ」「Core シリーズ C」からの派生強化ではありませんので、両方所有することができます。
推奨 PC を購入しないとゲットできないレアアイテムになります。
「デュオシリーズ」は、インテル® 社監修の、この企画のためのオリジナルデザイン防具です。
Core のカケラは 1 度しか貰うことができません。
デュオシリーズは男性用 ・ 女性用どちらか 1 つのみとなります。

■便利アイテムセット【入門】イベントコード付属！

序盤のゲームプレイには非常にうれしいアイテムを詰め合わせで！
* 便利アイテムセット【入門】は 1 度しか貰うことができません。

●インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー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/

■ピクチャーレーベル仕様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「オリジナルゲームパッケージ」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、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。
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■ 新製品の詳細なスペック
製品型番

NEXTGEAR i300BB3-MH

OS

Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版

プロセッサー

インテル® Core™i7-870 プロセッサー (256KB x4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.93GHz/TB時最大3.60GHz)

チップセット

インテル® H55 Expressチップセット

メインメモリ

4GB DDR3 PC3-10600 （2GBｘ2/最大 4GB※1）

ハードディスク

500GB シリアルATAII

光学ドライブ

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 DLx12/DVD-RWx13/DVD+R DLx12/DVD+RWx13/DVD±Rx22/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx40/CD-ROMx48/DVD-ROMx22)

3.5インチドライブ

マルチカードリーダー
（CFⅠ/CFⅡ/MD/SM/MMC/MMC Plus/RS-MMC/MMC Mobile/MS/SD/MicroSD/MS Pro※2/miniSD※2/MS Pro Duo※2/MS Duo※2）

グラフィックス

NVIDIA® GeForce® GTS450（ビデオメモリ 1GB）

サウンド

ハイ・ディフィニション オーディオ

電源

500W電源

ディスプレイ

オプション

サポートOS

Windows®7以降

保証

1年間無償保証

サイズ

190(幅) x 495(奥行) x 435(高さ) mm

内部拡張スロット

PCI Express x16 スロットx2（空きx1）、PCI Express x1 スロットx2（空きx1※3）、PCI スロットx3（空きx3）

拡張ベイ

5インチベイx3（空きx2）、3.5インチオープンベイｘ2（空きｘ1）、3.5インチシャドウベイｘ2（空きｘ1）

その他

■付属ハードウェア：Microsoft® SideWinder X3 Mouse（USB接続）、Microsoft® Wired Keyboard 600 モンスターハンター フロンティア オンライン スペシャルエディション（USB
接続)

■I/Oポート：PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●DVIポートx2(背面) ●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前
面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインｘ1（背面x1）●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)
価格

※1 OS の32bit制限により実際に 4GB以上の容量のすべてはご利用いただけません。
※2 使用時には変換アダプタを必要とします。
※3 グラフィックスボードにより 1スロット占有されます。

【G-Tuneホームページ】
http://www.g-tune.jp/

【モンスターハンター フロンティア オンライン推奨パソコン販売ページ】
http://www.g-tune.jp/gaming/MH/

9万9,750円（税込）

