ニュースリリース
ノジマ、クアッドコアのインテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載し、8万円台の
MMORPG「TERA : The Exiled Realm of Arborea」推奨デスクトップとノートを発売!!
～ どちらもブルーレイディスクの再生に対応し、8GBのメモリを標準搭載 ～
2011.12.16

NJ-I7810GB11K

NJ-N7807GB11K
※ 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、各種豪華特典（マニュアル付きクライアントDVDパッケージ、ゲーム内アイテムｘ5種）が付属した MMORPG「TERA : The Exiled
Realm of Arborea」推奨のデスクトップパソコンとノートパソコン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-I7810GB11K」は、ミニタワー型のデスクトップPCで、インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー、8GBメモリ、NVIDIA® GeForce® GTX550Ti、1TB ハードディスク、ブルーレイディスクドライ
ブ（BD読み込みのみ、DVDスーパーマルチ機能付き）を搭載し、8万9,800円（税込）となります。「NJ-N7807GB11K」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、8GBメモリ、NVIDIA® GeForce® GT540M、750GB ハードディスク、ブルーレイディスクドライブ（BD読み込みのみ、DVDスーパーマルチ機能付き）を搭載し、8万9,800円（税込）と
なります。
どちらも MMORPG「TERA : The Exiled Realm of Arborea」推奨パソコンとして便利なゲーム内アイテム 5種類と豪華なマニュアル付きゲームクライアントパッケージが付属し、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
デスクトップパソコン
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

NJI7810GB11K

インテル® Core™ i7-2600 プロ
セッサー (3.40GHz)

8GB
PC310600

インテル® H61
Express チップセット

1TB ハード
ディスク

ブルーレイディスクドライブ (BD読み込みの
み/DVDスーパーマルチ機能付き)

NVIDIA®
GeForce®
GTX550Ti

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

8万9,800
円（税込）

ノートパソコン
製品名

プロセッサー

NJN7807GB11K

インテル® Core™ i72670QM プロセッサー
(2.20GHz)

メモリ ハードデ
ィスク
8GB
PC310600

750GB
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

ブルーレイディスクドライブ (BD読み込
みのみ/DVDスーパーマルチ機能付
き)

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)

Windows® 7 Home
Premium with SP1 64ビッ
ト 正規版

15.6型ワイド光
沢液晶
(1366×768)

8万
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。

市販のブルーレイソフトが楽しめる、ブルーレイディスクドライブを搭載
従来の書き込みDVDメディア全規格に対応したスーパーマルチ機能に加え、ブルーレイの読み込みに対応しました。ブルーレイの臨場感のある高画質な映像を、快適にお楽しみいただく
ことが可能です。

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。

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、デスクトップ型ともに、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-I7810GB11Kの特長 >>
ゲームの世界観を忠実に再現する、NVIDIA® GeForce® GTX550Ti を搭載
Direct®X11 をサポートした高性能な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の描画を実現します。また、大容量のハードディスクを生
かした動画編集にも威力を発揮します。

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。

<< NJ-N7807GB11K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™ テクノロジは、グラフィックスの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 に切り替えます。これによ
り、優れたパフォーマンスと、省電力によるバッテリー駆動時間の維持を両立します。

「TERA」とは
開発期間4年、開発費用30億円を超える超大作次世代MMORPG 『TERA』は、“The Exiled Realm of Arborea（追放された世界アルボレア）”の頭文字から取った略称で、本作の世界「アル
ボレア」に伝わる神話と、プレイヤーが操作する7つの種族が共存した独特な世界観で構成されています。
圧倒的な表現を実現するゲームエンジン「Unreal Engine 3（アンリアルエンジンスリー）」で開発されており、実写と見紛う程のグラフィックパワーを最大限に活かしながらも、本作のファンタ
ジーな世界観に登場するキャラクターが、違和感無く“そこに存在する”バランスを、美しいグラフィックだけに依存せず徹底的に追求する事で、現実と非現実が共存したこれまでに無い高度
なグラフィッククオリティが一つの特徴です。
さらに、戦闘においては“ワンクリックで相手をターゲティングして攻撃する”一般的なタイトルとは違い【フリーターゲティング戦闘方式】を採用。攻撃位置、範囲、また移動する相手への攻
撃のタイミングなどが、全てプレイヤーの操作に委ねられる事から、繊細かつ臨場感溢れるアクション性の高い戦闘を体感できます。
開発は、“次世代MMORPGの新しいビジョンを提示する”という信念のもと2007 年3 月に設立されました「株式会社Bluehole Studio（本社：韓国ソウル市、CEO：キム・カンソク」が担当。設立
以来、MMORPGが持つ本来あるべき姿と、楽しさを極限まで追求する作品として、本作の制作に4年、30億円を超える開発費用と290名以上の開発陣を投入しています。2011年11月9日に
は、2011大韓民国ゲーム大賞において、大賞をはじめ4冠を達成いたしました。

運営： NHN Japan 株式会社 （ハンゲーム） URL：
開発： 株式会社 Bluehole Studio Inc.
公式サイト URL：

http://tera.hangame.co.jp

http://www.nhncorp.jp/

Published by NHN Japan Corp.
TERA™ and “TERA : The Exiled Realm of Arborea” are trademarks of Bluehole Studio Inc.
Copyright © 2007-2011 Bluehole Studio Inc. All rights reserved.

特典内容

＜ゲーム内アイテムが付属！＞
便利なゲーム内アイテムが5種類付属します。

【スキル書】軍馬召喚（緋斑） x1
移動速度240の軍馬（緋斑）を召喚するスキルを習得。

癒しの指輪 x1
Lv35着用可能。攻撃性能57、衝撃増幅30、最大MP81増加。

完全復活の書 x20
HP/MP/コンディションが100％の状態で復活。

癒しの角笛 x20
HPが100％回復。

癒しの香水 x20
MPが100％回復。

＜クライアントDVDが付属！＞
高級感のあるマニュアル付DVDパッケージが付属します。また、オリジナルのスクリーンセーバーもDVD内に同梱されています。

新製品の詳細スペック
デスクトップパソコン
製品型番

NJ-I7810GB11K

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™ i7-2600 プロセッサー (クアッドコア/8MB スマートキャッシュ/3.40GHz)

製品型番

NJ-I7810GB11K

メインメモリ

8GB DDR3 PC3-10600 (4GBx2 / 最大8GB)

ハードディスク

1TB 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

NVIDIA® GeForce® GTX550Ti 1GB

光学ドライブ

ブルーレイディスクドライブ（BD読込のみ/DVDスーパーマルチ機能付き）
(DVD±R DLx8/DVD-RWx6 /DVD+RWx8/DVD±Rx16/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx24/CD-ROMx48/DVD-ROMx16/BD-ROMx12)

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)
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

その他

■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

8万9,800円(税込)

ノートパソコン
製品型番

NJ-N7807GB11K

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

8GB DDR3 PC3-10600 (4GBx2/最大8GB)

ハードディスク

750GB ハードディスク

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

ブルーレイディスクドライブ (BD読込みのみ/DVDスーパーマルチ機能付き)
(BD-ROM x6/BD-ROM DLx4.8/DVD-R DLx4/DVD-RWx6/DVD+R DLx6/DVD+RWx4/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)

製品型番

NJ-N7807GB11K

サウンド

ハイ・ディフィニションオーディオ
テンキー付き日本語キーボード、タッチパッド

その他

※
※
※
※
※

■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

8万9,800円(税込)

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。

