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「モンスターハンター フロンティアＧ High Grade Edition」推奨パソコンを発売！！ 
最新特典防具トゥールムシリーズや G-Tune オリジナルデザイン大剣「Ｇ－ＴＵＮＥソード」が付属！！

～ 狩りに役立つ超強力なアイテム！！ ～

2014.12.03

マウスコンピューターTOP > 「モンスターハンター フロンティアＧ High Grad…
Like 0 ツイート 0

NEXTGEAR-MICRO シリーズ NEXTGEAR シリーズ

※ 画像はイメージです。ディスプレイは別売りです。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Ｇ (以後MHF-G)High Grade Edition」の推奨パソコンとして、ゲーム内で使用できる防具「トゥー
ルムシリーズ」や G-Tune オリジナルデザイン大剣「Ｇ－ＴＵＮＥソード」をはじめとした、豪華7特典が付属するゲームパソコンを販売します。 

High Grade Edition とは、グラフィックの向上により甲殻や鱗など、より立体感を増したモンスターの狩猟をお楽しみいただけるようになります。 

また、モンスターの影もシルエットが地面に映り込むように改善、砂漠(昼)では、太陽光の地面の照り返しも再現され、より臨場感のある狩猟を体験
いただけます。

MHF-Ｇ High Grade Edition 推奨パソコンのエントリーモデル「NEXTGEAR-MICRO シリーズ」として、インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー、
8GB メモリ、500GB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX760、Windows 8.1 Update 64ビット ※ をプリインストールした
「NEXTGEAR-MICRO im550SA6-MHH」が 9万 9,800円となります。

MHF-Ｇ High Grade Edition 推奨パソコンのハイスペックモデル「NEXTGEAR シリーズ」として、インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー、デュア
ルチャネル 16GB メモリ、1TB ハードディスク（7200rpm）、DVD スーパーマルチドライブ、NVIDIA® GeForce® GTX970、80PLUS BRONZE 認定
取得 700W 電源、Windows 8.1 Update 64ビット ※ をプリインストールした「NEXTGEAR i640GA5-SP-MHH」が 13万 9,800円。「NEXTGEAR

i640GA5-SP-MHH」をベースに、2TB ハードディスク(7200rpm)、NVIDIA® GeForce® GTX980 を搭載した「NEXTGEAR i640PA4-SP-MHH」が 16

万 9,800円となります。

※「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。

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、CPU や SSD 容量、ハードディスク容量、マウスなど各種デバイスのカスタ
マイズ、ホビーにもゲームにも最適な高解像度対応液晶ディスプレイの同時購入などが可能です。また、安心のサポートとして 1 年間の無償センドバ
ック修理サポートと、24 時間の電話相談サポートが標準で付属します。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、2014年 12月 3日 15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、電話通販窓口にて行
います。

今後も G-Tune では、常に最新・最高のパフォーマンスを発揮する製品を投入し、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けま
す。

「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3,100万本以上を出荷（2014年10月15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Ｇ」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。

新製品の主なスペック

＜NEXTGEAR-MICRO シリーズ＞
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8GB 500GB
インテル® H81 Express

チップセット
-

Windows 8.1 Update
64ビット

99,800円
（税抜）

＜NEXTGEAR シリーズ＞

機種名 CPU グラフィックス
メモ
リ

スト
レー
ジ

チップセット 光学ドライブ OS 価格

NEXTGEAR
i640GA5-
SP-MHH インテル® Core™ i7-

4790K プロセッサー

NVIDIA® GeForce® GTX 970
(ビデオメモリ 4GB)

16GB

1TB

インテル® Z97
Express チップセット

DVDスーパーマ
ルチドライブ

Windows 8.1
Update 64ビット

139,800円
（税抜）

NEXTGEAR
i640PA4-
SP-MHH

NVIDIA® GeForce® GTX 980
(ビデオメモリ 4GB)

2TB
169,800円
（税抜）

G-Tune ホームページ

G-Tune「モンスターハンター フロンティアＧ」推奨パソコン 販売ページ

『モンスターハンター フロンティアＧ High Grade Edition』特設サイト

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

「納刀時」 「抜刀時」

「溜めスタート」 「溜め 3」

＜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）

新製品概要

High Grade Edition 推奨パソコン専用の特典である「トゥールムシリーズ」や、G-Tune でしか手に入れることのできないオリジナルデザインの大剣
「Ｇ－ＴＵＮＥソード」をはじめとした、7 種類の豪華特典が付属します。

「トゥールムシリーズ」は狩りに役立つ強力なスキルを 3 つ発動できる他に、優れた防御力を誇る「 G 級狩護防具 」まで強化可能な非常に強力なア
イテムです。

「Ｇ－ＴＵＮＥソード」は最大強化時に攻撃力 1968、光属性 1000 を誇る、超強力なアイテムです。

「G-Tune ソード」

また、「G-Tune ソード」はゲーム内のエフェクトにもこだわっています。

通常時には刀身が半透明ですが、溜め攻撃時に徐々に刀身が実体化し発光する演出が施されています。

「溜め 3 攻撃」

「溜め 3 攻撃」

「G-Tune ソード」のほかにも、「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。

「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。

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。

© CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED

各種特典装備の詳細はこちらをご参照ください

「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

新製品の詳細スペック

NEXTGEAR-MICRO シリーズ

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550SA6-MHH

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー ( 4コア / 4.00GHz / TB時最大4.40GHz / 8MBキャッシュ / HT対応 ) ※

グラフィックス
NVIDIA® GeForce® GTX 760 

(ビデオメモリ 2GB)

メインメモリ 8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) /最大16GB (8GB×2)

ハードディスク 500GB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

チップセット インテル® H81 Express チップセット

光学ドライブ -

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

拡張スロット PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×1)

拡張ストレージベイ 5インチベイ×1 (空き×1)、3.5インチオープンベイ×1 (空き×1)、3.5インチシャドウベイ×3 (空き×2)、2.5インチシャドウベイ×1 (空き×1)

その他

付属ハードウェア：USB 光学式スクロールマウス、ロジクール K120MH

I/Oポート：PS/2マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面×1) ●DVI
ポート×2 (背面×2) ●DisplayPort×1 (背面×1) ●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ●LAN

ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

電源 500W (80PLUS® SILVER)

サイズ 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 99,800円 (税抜)

※ インテル® Core™ i7-4790 プロセッサーからインテル® Core™ i7-4790K プロセッサーへ無償アップグレード実施中。

NEXTGEAR シリーズ

製品型番 NEXTGEAR i640GA5-SP-MHH NEXTGEAR i640PA4-SP-MHH

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー ( 4コア / 4.00GHz / TB時最大4.40GHz / 8MBキャッシュ / HT対応 )

グラフィックス
NVIDIA® GeForce® GTX 970 

(ビデオメモリ 4GB)
NVIDIA® GeForce® GTX 980 

(ビデオメモリ 4GB)

メインメモリ 16GB デュアルチャネル PC3-12800 DDR3 (8GB×2) / 最大 32GB (8GB×4)

ハードディスク 1TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm 2TB SerialATAIII ハードディスク 7200rpm

チップセット インテル® Z97 Express チップセット

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ

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

拡張スロット PCI Express×16 スロット×2 (空き×1)、PCI Express×1 スロット×4 (空き×4)

拡張ストレージベイ 5インチベイ×2 (空き×1)、3.5インチオープンベイ×1 (空き×1)、3.5インチシャドウベイ×4 (空き×3)

その他

付属ハードウェア：USB 光学式スクロールマウス、ロジクール K120MH

I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB
2.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●USB 3.0 ポート×6 (背面×4、前面×2)

●DVI ポート×2 (背面×2)●DisplayPort×1 (背面×1) ●サウンド マイク/ヘ
ッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面

×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB
2.0 ポート×4 (前面×2/背面×2) ●USB 3.0 ポート×6 (背面×4、前面×2)

●DVI ポート×1 (背面×1) ●DisplayPort×3 (背面×3) ●サウンド マイク/ヘ
ッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面

×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps ギガビット LAN (背面×1)

電源 700W (80PLUS® BRONZE)

サイズ 190 (幅)×543 (奥行き)×450 (高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 139,800円 (税抜) 169,800円 (税抜)

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。※
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