
NEXTGEAR-MICRO シリーズ NEXTGEAR シリーズ

ニュースリリース

G-Tune、「モンスターハンター フロンティア オンライン(MHF)」推奨パソコンをリニューアル！！
 生まれ変わった豪華5大特典が付属して5万円台から！！

～ ゲーム内アイテム「アクシリスイデアⅠ（ガンランス）」を初めとした、豪華5特典が付属！！ ～

2011.09.28

※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」の推奨パソコンの特典アイテムをリニューアルし、ゲーム内アイテムを含む5つの特典が付属するゲームパソコンを3種類発売します。

圧倒的なコストパフォーマンスを実現した「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」として、インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー、4GBメモリ、500GBハードディスク（7200rpm）、DVDスーパーマル

チドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX550 Ti、Windows®7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版※ を搭載し、ゲーム内アイテム4点と、オリジナルクライアントディスク、11キーロールオーバ

ーに対応することにより、最大で11キーの同時押しが可能な G-Tune オリジナルのキーボード「Accurate Keyboard」が付属した「NEXTGEAR-MICRO im500BA6-MH」が5万9,850円。

「NEXTGEAR-MICRO im500BA6-MH」をベースに、インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー、NVIDIA® GeForce® GTX560を搭載した「NEXTGEAR-MICRO im500SA6-MH」が7万9,800円とな

ります。

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、美麗な流線型フロントパネルを採用した「NEXTGEAR シリーズ」として、インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー、8GBメモリ、1TBハ

ードディスク（7200rpm / SerialATA III接続）、DVDスーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX570、80PLUS SILVER 認定取得 900W 電源、Windows®7 Home Premium with SP1 64ビ
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ット 正規版※ を搭載し、ゲーム内4点と、オリジナルクライアントディスク、11キーロールオーバーに対応することにより、最大で11キーの同時押しが可能なG-Tuneオリジナルのキーボード

「Accurate Keyboard」が付属した「NEXTGEAR i550GA2-MH」が10万9,830円となります。

※ 「モンスターハンター フロンティア オンライン」はWOW64での動作となります。

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-

MICRO

im500BA6-

MH

インテル® Core™ i3-

2100 プロセッサー

4GB DDR3

PC3-10600

インテル® H61

Express チップセット

500GB シリアル

ATAII (7200rpm)
DVDスーパーマ

ルチドライブ

NVIDIA® GeForce® GTX550 Ti

ビデオメモリ 1GB)

Windows® 7 Home Premium with

SP1 64ビット 正規版

5万9,850円

（税込）

NEXTGEAR-

MICRO

im500SA6-

MH
インテル® Core™ i7-

2600 プロセッサー

NVIDIA® GeForce® GTX560 (ビ

デオメモリ 1GB)

7万9,800円

（税込）

NEXTGEAR

i550GA2-MH

8GB DDR3

PC3-10600

インテル® H67

Express チップセット

1TB シリアルATAIII

(7200rpm)

NVIDIA® GeForce® GTX570 (ビ

デオメモリ 1280MB)

10万9,830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、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28日18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。

G-Tuneホームページ

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

新製品概要

「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1,800万本以上を出荷（2011年6月30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 フロンティア公式ビギナーサイト　

カプコンオンラインゲームズ：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://www.g-tune.jp/
http://www.g-tune.jp/gaming/MH/
http://www.mh-frontier.jp/
http://cog-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　

特典内容

ゲーム内アイテム「アクシリスイデアⅠ」（ガンランス）を初めとした、各種特典装備の生産素材「マグネストーン」と狩猟に役立つ消耗品アイテムなどを詰め合わせた「教官見習ネコの差し入

れ」を入手可能なイベントコードが同梱されます。ゲーム内の特別イベントハウスでイベントコードを入力すると、「マグネストーン」を16個、もしくは「教官見習ネコの差し入れ」を取得することが

できます。

＜アクシリスイデアⅠ＞ (ガンランス)
 

「アクシリスイデアⅠ」(ガンランス)の生産には「マグネストーン」が1つ必要となります。

http://members-mhf.hangame.co.jp/


＜男性用＞ ＜女性用＞

＜男性用＞ ＜女性用＞

＜フィディシリーズ＞ (剣士・ガンナー共用防具)
 

「フィディシリーズ(剣士・ガンナー共用防具）」の生産には「マグネストーン」が5つ必要となります。

＜テリオグシリーズ＞ (剣士用防具・ガンナー用防具)
 

「テリオグシリーズ」(剣士用防具）の生産には「マグネストーン」が5つ必要となります。
 

「テリオグシリーズ」(ガンナー用防具）の生産には「マグネストーン」が5つ必要となります。

特典防具に関しては、男性キャラクターの場合は男性用、女性キャラクターの場合は女性用、どちらか1つのみ入手することができます。

各種特典装備の詳細はこちらよりご参照ください　

http://members.mh-frontier.jp/campaign/recopc/


 ＜教官見習ネコの差し入れ＞
 

狩猟に役立つ消耗品アイテムなどを詰め合わせた、ゲーム内専用アイテムパックです。

「教官見習ネコの差し入れ」の詳細はこちらよりご参照ください　

 ＜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。

http://cog-members.mh-frontier.jp/information/event/sasiire/
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製品詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im500BA6-MH NEXTGEAR-MICRO im500SA6-MH NEXTGEAR i550GA2-MH

OS Windows®7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版 ※1

プロセッサー
インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー

 (デュアルコア/3.10GHz /3MB スマートキャッシュ/ HT対応)

インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー
 (クアッドコア/3.40GHz/TB時最大3.80GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応)

チップセット インテル® H61 Expressチップセット インテル® H67 Expressチップセット

メインメモリ 4GB DDR3 PC3-10600 (4GBx1 / 最大8GB) 8GB DDR3 PC3-10600 (4GBx2 / 最大8GB)

ハードディスク 500GB シリアルATAII (7200rpm) 1TB シリアルATAIII (7200rpm)

光学ドライブ
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
 ［対応メディア：SDメモリーカード(SDXC,SDHC,miniSD,microSD 含む)、メモリースティック(Pro,Duo,Pro Duo,Micro(M2) 含む)、マルチメディアカード(RS,Plus,mobile 含む)、xDピクチャーカ

ード、スマートメディアカード、コンパクトフラッシュ(Type I/II)、マイクロドライブ］

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX550 Ti (ビデオメモリ 1GB) NVIDIA® GeForce® GTX560 (ビデオメモリ 1GB) NVIDIA® GeForce® GTX570 (ビデオメモリ 1280MB)

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

電源 500W 900W (80PLUS SILVER認定取得)

ディスプレイ オプション

保証 1年間無償保証

サイズ 196(幅) x 430(奥行き) x 417(高さ) mm 190(幅) x 495(奥行き) x 435(高さ) mm

内部拡張スロット PCI Express x16スロットx1（空きx0）、PCI Express x1スロットx3（空きx2 ※2）
PCI Express x16スロットx2（空きx1）、PCI Express x1スロッ

トx3（空きx2 ※2）、PCIスロットx2（空きx2）

拡張ベイ
5インチベイx1（空きx0）、3.5インチオープンベイｘ1（空きｘ0）、3.5インチシャドウベイｘ2（空きｘ1）、2.5インチシャドウベイ

x1(空きx1）

5インチベイx3（空きx2）、3.5インチオープンベイｘ2（空きｘ

1）、3.5インチシャドウベイｘ3（空きｘ2）

その他

■付属ハードウェア：G-Tuneオリジナル「Accurate Keyboard」(ブラック、最大11キーロールオーバー対応)、光学式オリジナルマウス（USB接続）

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●USB3.0ポートx2(背面

x2)●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)

■I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポートx 1(背面

x1)●USB2.0ポートx10(前面x2/背面x8)●USB3.0ポート

x2(背面x2)●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 5万9,850円（税込） 7万9,800円（税込） 10万9,830円（税込）

※1 「モンスターハンター フロンティア オンライン」はWOW64での動作となります。

※2 グラフィックスカードにより１スロット占有されます。



※ 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。

http://www.mcj.jp/

