ニュースリリース

上新電機、インテル® CPU「Core™ i5/ Core™ i3」を搭載したゲーミングモデルとして
マウスコンピューター製のデスクトップパソコンを2モデル発売！
2010.12.21

「JP-I3550GT22W7」
「JP-I5760GT45W7」
※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」）と上新電機株式会社（代表取締役社長：土井栄次、本社：大阪府、以下「上新
電機」）は、人気の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」推奨モデルとして、コンパクトなマイクロケースにクアッドコアCPUである、インテ
ル® Core™ i5-760 プロセッサーと、高性能グラフィックスカードNVIDIA® GeForce® GTS450を搭載したモデルと、インテル® 32nmテクノロジー採用のインテル® Core™ i3-550 プロセッサー
と、NVIDIA® GeForce® GT220を搭載したモデルの2モデルを、12月24日(金)より発売開始いたします。

JP-I5760GT45W7」が8万円台、さらに6万円台
JP-I3550GT22W7」となります。

今回発売する新製品は、インテル®のクアッドコアCPUであるCore™ i5-760 プロセッサーを搭載し、NVIDIA® GeForce® GTS450を搭載した「
という価格を実現しつつも、インテル® 32nmテクノロジー採用のインテル® Core™ i3-550 プロセッサーと、NVIDIA® GeForce® GT220を搭載した、「

■ 新製品の概要

JP-I5760GT45W7

今回発売する新製品の「
」は、Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版をプリインストールし、インテル® Core™ i5-760 プロセッサー、高性能グラフィックスNVIDIA®
GeForce® GTS450、4GB DDR3メモリ、1.5TB ハードディスク、DVDスーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載し、8万9,800円(税込)となります。

JP-I3550GT22W7

「
」は、Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版をプリインストールし、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™ i3-550プロセッサ
ー を採用、NVIDIA® GeForce® GT220、4GB DDR3メモリ、1TB ハードディスク、DVDスーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載し、6万9,800円(税込)となります。
どちらのモデルも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」推奨モデルとなり、非売品の「オリジナルインストールディスク」が付属、購入
者特典として「モンスターハンター フロンティア オンライン」のゲーム内オリジナル防具「デュオシリーズ」と、狩猟に役立つ消耗品アイテムなどを詰め合わせた「便利アイテムセット【入門】」
が入手できるイベントコードも付属しております。
全モデルが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ますので、ご購入後も安心してご利用いただけます。
本製品は、上新電機のJ&Pテクノランド、岸和田店、Joshin webにて、12月24日（金）より発売開始となります。

■ 新製品の主なスペック
製品名

プロセッサー

JPI3550GT22W7

インテル® Core™ i3-550 プロセ
ッサー（3.20GHz）

JPI5760GT45W7

インテル® Core™ i5-760 プロセ
ッサー（2.80GHz）

チップセット

メモリ

インテル® H55 Express
チップセット

4GB DDR3-SDRAM
PC3-10600

ハードディス
ク
1TB シリア
ル-ATA
1.5TB シリア
ル-ATA

光学ドライブ
2層書込対応22倍速 DVDス
ーパーマルチ

グラフィックス
NVIDIA® GeForce®
GT220 /1GB
NVIDIA® GeForce®
GTS450 /1GB

OS
Windows® 7 Home Premium
32-bit 正規版

価格
6万9,800円
(税込)
8万9,800円
(税込)

■ 新製品の特長

■全てのモデルが人気の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」推奨を取得！

●「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1,500万本以上を出荷（2010年12月6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/

■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 を購入いただいた方のみゲットできる、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 のカケラの入手は 1回限りです。
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役立つアイテムの詰め合わせ！
* 便利アイテムセット【入門】の入手は 1回限りです。

●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。

© CAPCOM CO., LTD. 2007, 2010 ALL RIGHTS RESERVED.

■ 新製品の詳細スペック
製品型番

JP-I3550GT22W7

JP-I5760GT45W7

OS
プロセッサー

Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版
インテル® Core™ i3-550 プロセッサー
（256KB x2 L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ/3.20GHz）

メインメモリ
ハードディスク

4GB DDR3 PC3-10600 (2GBx2/最大4GB)
1TB シリアルATAII 7200rpm

チップセット
グラフィックス

インテル® Core™ i5-760 プロセッサー
（256KBx4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.80GHz）

1.5TB シリアルATAII 7200rpm
インテル® H55 Express チップセット

NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB

NVIDIA® GeForce® GTS450 / 1GB

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-RDLx8/DVD-RWx6/DVD+RDLx8/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
PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス、外付けスピーカー

その他

■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)●D-Subポートｘ1（背面ｘ1）/DVIポートx1(背面
x1)●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） ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)

■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x2)●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）
●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)

サイズ

180(幅) x 382(奥行き) x 373(高さ) mm

保証

1年間無償保証

ゲーム推奨

モンスターハンター フロンティア オンライン

価格

6万9,800円(税込)

8万9,800円(税込)

