
NJ-I78S20GBR11K・NJ-I7410D11K NJ-N7405GD11K

ニュースリリース

ノジマ、インテル® Core™ i7-2700K プロセッサー搭載デスクトップを含む、
 モンスターハンター フロンティア オンライン推奨デスクトップとノートを発売!!

～ 全機種クアッドコアのインテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載 ～

2011.12.09

※ 写真はイメージとなり、実際の商品仕様とは異なる場合がございます。

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」）と株式会社ノジマ（代表執行役社長：野島廣司、本社：神奈川県、以下「ノジマ」）

は、CPUに第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載し、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

(MHF)」の推奨を取得したデスクトップ 2機種と、ノート 1機種を店頭販売開始致します。

※ 一部店舗、一部機種でお取扱のない場合、ご予約後のお取り寄せとなる場合がございます。予めご了承ください。

「NJ-I78S20GBR11K」は、ミニタワー型のデスクトップPCで、インテル® Core™ i7-2700K プロセッサー、8GBメモリ、NVIDIA® GeForce® GTX560、書き込み対応ブルーレイディスクドライブを

搭載し、起動用のドライブに高い信頼性と圧倒的な高速レスポンスを実現するインテル® SSD 320 シリーズ 80GB、データ用ドライブに大容量2TBのハードディスクを採用し、11万9,800円（税

込）となります。「NJ-I7410D11K」は、ミニタワー型のデスクトップPCで、インテル® Core™ i7-2600K プロセッサー、4GBメモリ、1TB ハードディスク、DVDスーパーマルチドライブを搭載し、6万

9,800円（税込）となります。「NJ-N7405GD11K」は、15.6型ワイド液晶を搭載したノートPCで、インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー、4GBメモリ、NVIDIA® GeForce® GT540M、500GB ハ

ードディスク、DVDスーパーマルチドライブを搭載し、7万9,800円（税込）となります。

https://www-test.mouse-jp.co.jp/
https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2011/images/1209-nojima01-l.jpg
https://www-test.mouse-jp.co.jp/company/news/2011/images/1209-nojima02-l.jpg


全モデルが「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨パソコンとなるほか、長野県飯山市にある国内工場で1台1台丁寧に組み立てたうえで、24　時間　365日電話テクニカルサポ

ートサービス、1年間無償保証を標準でお付けしておりますので、ご購入後も安心してお使いいただけます。

新製品の主なスペック

製品名 プロセッサー メモリ
SSD/ハードデ

ィスク
光学ドライブ グラフィックス OS ディスプレイ 価格

NJ-I7410D11K

インテル® Core™ i7-

2600K プロセッサー

(3.40GHz)

4GB

PC3-

10600

1TB ハードデ

ィスク
DVDスーパーマルチドライブ インテル® HD グラフィックス 3000

Windows® 7 Home

Premium with SP1 64ビッ

ト 正規版

-

6万

9,800円

（税込）

NJ-

I78S20GBR11K

インテル® Core™ i7-

2700K プロセッサー

(3.50GHz)

8GB

PC3-

10600

80GB SSD +

2TB ハードデ

ィスク

ブルーレイディスクドライブ (BD書き

込み対応/DVDスーパーマルチ機能

付き)

NVIDIA® GeForce® GTX560

11万

9,800円

（税込）

NJ-

N7405GD11K

インテル® Core™ i7-

2670QM プロセッサー

(2.20GHz)

4GB

PC3-

10600

500GB ハード

ディスク
DVDスーパーマルチドライブ

NVIDIA® GeForce® GT540M / インテル® HD グ

ラフィックス 3000 (NVIDIA® Optimus™ テクノロジ

対応)

15.6型ワイド光

沢液晶

(1366×768)

7万

9,800円

（税込）

新製品の特長

<< 全モデル共通の特長 >>

クアッドコアプロセッサーの第 2 世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載

第 2 世代インテルCore i7 プロセッサーに実装された 4つのコアとインテル® ハイパースレッディング・テクノロジーが、最大 8スレッドの並列処理を可能とし、ユーザーの生産性を最大限に

引き出します。また、マルチスレッド非対応プログラムの動作時や同時起動のプログラムが少ない場合も、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 により動作周波数を向上させ、あらゆ

る状況で最適なパフォーマンスを提供します。

「モンスターハンター フロンティア オンライン」の推奨を取得

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」の推奨パソコンとして、リニューアルした特典アイテム、ゲー

ム内アイテムを含む5つの特典が付属します。

※「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。

信頼の国内生産、安心の24時間365日電話テクニカルサポート

多くのパソコンメーカーがコスト優先で生産拠点を海外に移す中、マウスコンピューターは信頼とお客様一人ひとりに合った製品提供のために、長野県飯山市を拠点とする国内工場で熟練

した作業者の手により1台1台丁寧に組み立てを行い、厳しい品質検査を経て出荷しております。また、購入後も安心してお使いいただけるよう、24時間365日電話テクニカルサポートサービ

スが標準で付属しておりますので、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。

<< NJ-I7410D11K・NJ-I78S20GBR11K 共通の特長 >>

ワイヤレスキーボード・マウスを付属



ケーブル付きのキーボード、マウスに代え、ワイヤレスタイプを採用しました。USB接続のレシーバー1つで動作し、煩わしい配線の取り回しが不要なほか、テンキーを備えつつ省スペース

な設計で、机の上を広々お使いいただけます。

※ 利用できる距離は、約0.2～1mとなります。(机等の材質により異なります)　遠距離でのご使用には適しませんのでご注意ください。

電車でのお持ち帰りにも便利な持ち手付き梱包箱

ノート型だけでなく、デスクトップ型にも持ち運びに便利な持ち手付きの梱包箱を採用しました。すぐに必要な場合もその場でお持ち帰りいただけ、電車での移動にも便利です。

<< NJ-N7405GD11K の特長 >>

Direct®X11とNVIDIA® Optimus™ テクノロジに対応したNVIDIA® GeForce® GT540Mを搭載

NVIDIA® Optimus™ テクノロジが、負荷に応じて自動的にNVIDIA® GeForce® GT540M と、CPUに統合されたインテル® HD グラフィックス 3000 を切り替える事で、パフォーマンスとバッテ

リー駆動時間の維持を両立します。

<< NJ-I78S20GBR11K の特長 >>

動作クロックの高い新CPU、インテル® Core™ i7-2700K プロセッサーを搭載

従来製品よりも高い 3.50GHz で動作する インテル® Core™ i7-2700K プロセッサー の搭載により、最高レベルのパフォーマンスを実現しました。またインテル® ターボ・ブースト・テクノロジ

ー 2.0 により、作業内容に合わせて最大 3.90GHz まで動作周波数を自動的に向上させ、あらゆる状況で最適なパフォーマンスを提供します。

インテル® SSD 320 シリーズ 80GBと大容量2TBのハードディスクを同時搭載

起動用ドライブに、従来の回転する磁気ディスクへ記録するハードディスクに代えICチップに記録するインテル® SSD 320 シリーズ 80GBを採用しました。衝撃に強く、低発熱、長寿命とい

った信頼性の高さに加え、OSやアプリケーションの起動などが劇的に短縮されます。また、最新のデジカメで記録した画像やハイビジョン動画等の取り扱いにも対応出来る様、データ用ドライ

ブとして大容量2TBのハードディスクも合わせて搭載。高速なレスポンスを実現するSSDと大容量なハードディスクという異なる特徴を持った2つを組み合わせる事で、あらゆるシーンにおいて

快適な環境を提供します。

市販のブルーレイソフトを楽しめ、大容量データの記録も可能、ブルーレイディスクドライブを搭載

従来のDVD書き込みに対応したスーパーマルチ機能に加え、ブルーレイの書き込みにも対応しました。大容量のハイビジョン映像や、システムのバックアップなど、記録用途にも対応出来

るほか、市販されているブルーレイソフトを視聴出来る再生ソフトが添付されており、従来のDVDを上回る高画質ハイビジョン映像が楽しめます。

ゲームの世界観を忠実に再現する、NVIDIA® GeForce® GTX560を搭載

Direct® X11 をサポートしたグラフィック機能が、最新のゲームや HD コンテンツを細部まで鮮明に、流れる様な滑らかさで描画します。また、大容量ハードディスクとブルーレイディスクドラ

イブを生かした動画編集にも威力を発揮します。

『モンスターハンター』シリーズについて

「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公式ポータルサイト　

『モンスターハンター フロンティア オンライン』について

『モンスターハンター』シリーズで楽しめる狩猟生活の要素はそのままに、ハンター達が多人数集まるビジュアルロビー「メゼポルタ広場」や、ハンター達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『モンスターハンター』シリーズの Xbox 360/パソコン 対応の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　

Xbox 360 版：モンスターハンター フロンティア公式メンバーサイト　

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　

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　

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://www.capcom.co.jp/monsterhunter/
http://www.mh-frontier.jp/
http://xbox360-members.mh-frontier.jp/
http://members-mhf.hangame.co.jp/
http://cog-members.mh-frontier.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　

「MHF推奨PCで快適プレイキャンペーン」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＞
 

http://cog-members.mh-frontier.jp/information/event/sasiire/
http://members.mh-frontier.jp/campaign/recopc/


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。

©CAPCOM CO., LTD. 2007, 2011 ALL RIGHTS RESERVED

新製品の詳細スペック

製品型番 NJ-I7410D11K NJ-I78S20GBR11K

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™ i7-2600K プロセッサー

 （クアッドコア/8MB スマートキャッシュ/3.40GHz）

インテル® Core™ i7-2700K プロセッサー
 （クアッドコア/8MB スマートキャッシュ/3.50GHz）

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

SSD/ハードディスク 1TB ハードディスク インテル® 80GB SSD + 2TB ハードディスク

チップセット インテル® H61 Expressチップセット

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 3000 NVIDIA® GeForce® GTX560 (ビデオメモリ 1GB)

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)

ブルーレイディスクドライブ (BD書き込み対応/DVDスーパーマルチ機能付き)
 (BD-R x10/BD-R DLx8/BD-RE x2/BD-RE DLx2/BD-ROM x10/BD-ROM

DLx8/DVD-R DLx4/DVD-RWx6/DVD+R DLx8/DVD+RWx8/DVD±Rx16/DVD-

RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx24/CD-ROMx40/DVD-ROMx16)

カードリーダー 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 (スピーカー・マイク別売り)

その他

USB接続27MHｚ帯無線ワイヤレスキーボード・光学式スクロールマウス

■I/Oポート：PS/2キーボード、マウス兼用ポートx 1●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)● USB3.0ポートx2(背面)●サウンド マイク/ヘッドフォン(前面各x1)/ラインイン/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●10/100/1000BASE-T LAN x1

電源 定格350W電源搭載/AC 100V(50/60Hz) 定格500W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)

サイズ 180mm(幅)×382mm(奥行)×373mm(高さ)

保証 1年間無償保証

価格 6万9,800円(税込) 11万9,800円(税込)

 

製品型番 NJ-N7405GD11K

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

ソフトウェア KINGSOFT® Office Standard プリインストール版

プロセッサー インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (6MB スマートキャッシュ/2.20GHz)

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

ハードディスク 500GB



製品型番 NJ-N7405GD11K

チップセット インテル® HM65 Express チップセット

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GT540M (ビデオメモリ 1GB) / インテル® HD グラフィックス 3000 (NVIDIA® Optimus™ テクノロジ対応)

光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ

 (DVD±R DLx6/DVD-RWx6/DVD+RWx8/DVD±Rx8/DVD-RAMx5/CD-Rx24/CD-RWx24/CD-ROMx24/DVD-ROMx8)

カードリーダー マルチカードリーダー

無線LAN IEEE802.11 b/g/n 対応

Bluetooth® Bluetooth® V3.0 + HS 準拠モジュール

ディスプレイ 15.6型ワイド光沢液晶 (1366×768)

サウンド ハイ・ディフィニションオーディオ

その他

テンキー付き日本語キーボード、タッチパッド

■I/Oポート：●USB2.0 x2 ●USB3.0 x2 ●ディスプレイ（D-SUBミニ15ピン）出力ｘ1●HDMI出力x1 ●サウンド ヘッドフォン出力/マイク入力/ライン入力/SPDIFコアキシャル（各

x1）●10/100/1000BASE-T LAN x1

バッテリー 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19V DC 90W)

バッテリー駆動時間 約4時間

サイズ 374mm(幅)×250mm(奥行)×25～37.2mm(高さ)

重量 約2.62kg

保証 1年間無償保証

希望小売価格 7万9,800円(税込)

※ 「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。

※ 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/

