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パソコン工房より、オンラインゲーム「RaiderZ」推奨スペック
ゲームパソコンを 2 モデル発売開始!
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全国で、パソコン工房・グッドウィル・フェイス・ツートップ・フリート・バイモア・SELL MORE を
展開する株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房・グッドウィ
ルブランドにおいて、「RaiderZ」推奨スペックパソコンを 2 モデル発売しました。
RaiderZ 推奨スペックパソコンは購入特典としてゲーム内で役立つアイテムが付きます。
「Amphis BTO Di GS7500-Ci7-PR-RZ」は、CPU にインテル®Core™i7-3770、メモリに 8GB、HDD に 500GB、グ
ラフィックに NVIDIA® GeForce® GTX 650 を搭載したミドルタワーPC となっています。
「Amphis BTO Di GS7500-Ci7-QX-RZ」は、CPU にインテル®Core™i7-3770K、メモリに 8GB、HDD に 1TB、グ
ラフィックに NVIDIA® GeForce® GTX 670 を搭載したミドルタワーPC となっています。
□「RaiderZ」推奨スペックパソコン 製品情報
http://www.pc-koubou.jp/pc/raiderz.php

5 月 1 日より正式サービスが開始されているオンラインゲーム『RaiderZ』はアクション性の高いノンターゲッテ
ィング方式を採用したゲームです。攻撃も回避もプレーヤー自らの操作で行い、他のプレーヤーとの連携やテ
クニックを生かし攻略していく MMORPG です。クラス（職業）は 5 種類から選ぶことができます。さらに条件を満
たすことで最初に選択したクラス以外のスキルを使用することが可能となります。盾と片手武器を装備する防
御に長けたディフェンダー、大剣やハンマーなどの両手武器で敵と戦うバーサーカー、二刀流で素早い攻撃を
繰り出すアサシン、聖なる力で仲間を強化したり回復するクレリック、火や氷などの攻撃魔法を操るソーサラ
ー。これらのクラスの特徴を生かし、時には武器を切り替えて他職のスキルを駆使する、戦略性も高いゲーム
です。
「RaiderZ」は、プレイヤーが傭兵となり、突然降ってきた隕石の影響により変異したモンスター「侵略者」の脅
威に立ち向かう世界設定となっています。
「RaiderZ」ストーリー
今から 5 年前、静かで平和だったベリックスという惑星のレンデル大陸にあるリモス砂漠に巨大な隕石が落
下した。この隕石は、砂漠を中心とした周辺地域を一瞬にして破壊し、全ての生き物の生命を奪いさった…。
このニュースは瞬く間に広がり、危機を感じたローランド国王は、錬金術師ホレン率いる王宮の錬金術師団を
リモス砂漠に派遣し、彼らに隕石について調査させた。王宮の錬金術師たちは、隕石がどこから落ちてきたの
かは分からなかったが、 隕石に他の物体の本質を変化させる魔法のような力があるということを発見した。
ホレンは隕石の力を利用して世界で一番強力な金属であるベラシウムを 国王の前で製作し、その成果を
見た国王は大いに喜んだ。隕石は神様からの贈り物と思った国王は隕石に天地創造の秘密が隠されている
とみて、 その石を「創世石」と命名し、もてはやした。そしてその石の力に魅了された国王は、王宮の錬金術
師たちにベラシウムで新しい武器の作成を命じ、 彼らが作成した武器はブッロ族との長き戦争に勝利をもた
らした。
それから 3 年━━━
ローランド国はこの石によって繁栄していくかのように見えた。しかし、その繁栄は長くは続かなかった…。隕
石がレンデル大陸に落ちてきた時、砂漠の周辺に生息していた数多くの生命を奪いさり、その遺体は隕石の
力によって奇妙に変化していた。それらは他の生き物の身の一部となり、数多くの生き物が隕石の力に
汚染され、その影響は人間のところにまで及ぼうとしていた。これを見かねた国王は、影響が広まることを防
ぐため、厚い壁を作り、レンデル大陸東部を隔離したが、「創世石」の力は大きくその影響を完全に防ぐことは
できなかった。
国王はこれ以上、石の力を使わないように命じたが、 ベラシウムが「創世石」から作られたという事実を知
った周辺国および部族は これを聞き入れず、レンデル大陸は更なる混乱を迎えることになる…。そして今、あ
る傭兵が自分だけの夢を抱いてレンデル大陸の小さな港都市、インジェンに足を踏み込んだ。
『RaiderZ』公式ホームページ：http://rz.gamecom.jp/
RaiderZ 推奨スペックパソコン購入特典として下記のゲーム内で役立つ特典が付属します！
にゃんにゃんカチューシャ 1 個 ずる賢い猫をイメージした期間永久のカチューシャです。
中級ベイシウム

10 個 +3～+5 の装備に使われる装備強化石。

ブルン神の祝福

5 個 強化値+3～+8 の装備を強化する時に一緒に使用します。

中級強化減少保護石

5 個 強化値+4～+5 の装備の強化に失敗しても強化値の減少を防ぎます。

BTO(Build to Order=受注後生産方式)に対応しているので、ユーザーのご要望に沿った形でのスペック変
更、大容量メモリなどに変更可能です。
パソコン工房・グッドウィルは、24 時間 365 日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心
サポートで万全のアフターフォローとなっております。
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□パソコン工房のホームページ
http://www.pc-koubou.jp/
□パソコン工房 製品情報
http://www.pc-koubou.jp/pc/raiderz.php
□グッドウィルのホームページ
http://www.goodwill.jp/
□グッドウィル

製品情報

http://www.goodwill.jp/gwpc/raiderz.php

製品名:
Amphis BTO Di GS7500-Ci7-PR-RZ
販売価格 99,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/diw7gs75i7prrz_main.php
【BTO 初期構成】
OS

Windows® 7 Home Premium [64 ビット] 正規版

プロセッサー

インテル® Core™i7-3770 プロセッサー

マザーボード

インテル® Z77 Express チップセット

メモリ

8GB

グラフィックカード

NVIDIA® GeForce GTX 650 1GB

HDD

500GB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

600W 80PLUS 電源

製品名:
Amphis BTO Di GS7500-Ci7-QX-RZ
販売価格 134,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/diw7gs75i7qxrz_main.php
【BTO 初期構成】
OS

Windows® 7 Home Premium [64 ビット] 正規版

プロセッサー

インテル® Core™i7-3770K プロセッサー

マザーボード

インテル® Z77 Express チップセット

メモリ

8GB

グラフィックカード

NVIDIA® GeForce GTX 670 2GB OC 版

HDD

1TB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

700W 80PLUS 電源
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