
ニュースリリース

ヨドバシカメラ、マウスコンピューター製オリジナルパソコンから
 「モンスターハンター フロンティアＧ（MHF-Ｇ）」推奨ノートパソコンを発売！

～ ゲーム内特典「ポルトランスⅠ【青】」（ランス）をはじめ、豪華6特典が付属！！ ～

2013.06.07

PCMN7850BCW7

※ 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あります。

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」）と株式会社ヨドバシカメラ（以下「ヨドバシカメラ」）は、マウスコンピューター製の

オリジナルブランドパソコンから、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Ｇ」の推奨ノートパソコンを、2013年 6月 8

日（土）より、全国のヨドバシカメラ各店で販売を開始いたします。※1

今回発売する新製品は、15.6型 HDグレア液晶ディスプレイを採用、CPU にインテル® Core™ i7-3630QM プロセッサーを搭載し Windows® 7 Home Premium 64ビット※2 をプリインストール

した「PCMN7850BCW7」が 7万4800円となっております。

※1 一部取扱のない店舗もございます。

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

新製品の概要
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今回発売する新製品は、15.6型 HDグレア液晶を採用、CPU に インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサーを搭載し、8GBメモリ、500GBハードディスク、インテル® HD グラフィックス 4000、

ブルーレイコンボドライブ（BD読込のみ/DVDスーパーマルチ機能付き）を採用し、Windows® 7 Home Premium 64ビット ※2 をプリインストールした「PCMN7850BCW7」が 7万4800円となって

おります。

もちろん、全モデル深夜・休日でも、困ったその時にすぐお問合せいただける＜ 365日 24時間電話テクニカルサポートサービス＞、＜ 1年間無償修理保証＞も付属しておりますので、ご購

入後も安心してご利用いただけます。

新製品の主なスペック
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インテル® HM76

Express チップセット
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「モンスターハンター フロンティアＧ」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 2,200万本以上を出荷（2012年 12月 31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。

この「モンスターハンター フロンティア オンライン」は、2013年 4月 17日(水) に「Ｇ級解禁」を予定しており、「モンスターハンター フロンティアＧ」として生まれ変わります。

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

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

新規ゲーム内特典「ポルトランスⅠ【青】」（ランス）をはじめとした、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 17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。

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


＜ポルトランスⅠ【青】＞（ランス） ＜アクシリスイデアⅠ＞（ガンランス）

「ポルトランスⅠ【青】」（ランス）、「アクシリスイデアⅠ」（ガンランス）の生産にはそれぞれ「マグネストーン」が1つ必要となります。



 

＜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をご参照ください

回復薬グレート 40個 虫あみグレート 40個

強走薬グレート 20個 閃光玉 40個

秘薬 20個 温冷ドリンク 20個

ピッケルグレート 40個 高速砥石 20個

＜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」の詳細はこちらをご参照ください

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


＜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。
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新製品の詳細スペック

製品型番 PCMN7850BCW7

OS Windows® 7 Home Premium 64ビット ※

総合ソフトウェアー Kingsoft Office 2012 Standard プリインストール版

プロセッサー インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (6MB スマートキャッシュ/2.40GHz)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス 4000

メインメモリ 8GB DDR3 PC3-12800 (8GBx1)/ 最大16GB

ハードディスク 500GB シリアルATA 5400rpm

チップセット インテル® HM76 Express チップセット



製品型番 PCMN7850BCW7

光学ドライブ ブルーレイコンボドライブ (BD読込みのみ/DVDスーパーマルチ機能付き)

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

無線LAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ディスプレイ 15.6型 HDグレア液晶（1366x768）

その他
I/Oポート：●USB2.0ポートx1 (右側面x1) ● USB3.0ポートx2 (左側面 x2) ●e-SATA(左側面 x1 ●サウンド ヘッドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジ

ャック メス/ 右側面×1) ●ディスプレイ出力 x2 (アナログRGB D-SUB ミニ 15ピン メス、左側面 x 1/HDMI、 左側面 x 1) ●10/100/1000BASE-T LAN x1

バッテリー駆動時間 約4時間

サイズ 374mm(幅)×250mm(奥行)×14.3～37.2mm(折り畳み時高さ)

重量 約 2.46 kg

保証期間 1年間無償保証

価格 7万4,800円（税込）

※ OSはService Pack 1適用済みとなります

※ 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。

https://www.mcj.jp/

