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パソコン工房より、戦闘ロボットに乗り重厚なメカアクションが楽しめる
オンラインゲーム「HAWKEN」推奨スペックパソコンを発売開始！

※画像はイメージです。

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・セルモアを展
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、戦闘ロボットに乗り重厚なメカアクションが楽しめるオンラインゲーム「HAWKEN」推奨スペッ
クパソコン「Lesance DT GS7100-i7-IZB-HW」と「Lesance DT GS7100-i7-SZB-HW」の 2 製品を発売しました。
2 製品とも OS に Windows® 7 Home Premium、CPU にインテル®Core™i7-4770、メモリに 8GB を搭載したミ
ドルタワーPC となっています。
「Lesance DT GS7100-i7-IZB-HW」は HDD に 500GB、グラフィックに NVIDIA® GeForce® GTX 650Ti を搭載。
「Lesance DT GS7100-i7-SZB-HW」は HDD に 1TB、グラフィックに NVIDIA® GeForce® GTX 670 を搭載して
います。
「HAWKEN」推奨スペックパソコンの購入特典として下記の豪華特典が付属します。
■3600 Meteor Credit （約 2,500 円分）：アイテム等を購入できるゲーム内特殊通貨
■最新追加機体 Technician Mech (約 500 円分)：サポートクラスの機体を追加
■30 日間の XP ブースト (約 1,000 円分)：経験値獲得量 2 倍
■30 日間の HC ブースト (約 1,000 円分)：ゲーム内通貨獲得量 2 倍
■別のオンラインゲーム「World of Tanks」にゲーム内通貨と１ヶ月分プレミアチケット
※NVIDIA® GeForce® GTX 660 またはそれ以上のグラフィックカードを搭載した場合の特典です。
※特典は搭載するグラフィックカードにより異なります。

今回発売するゲームパソコンはオンラインゲーム「HAWKEN」の推奨認定を受けたパソコンとなります。イン
テル最新世代 CPU Core™ i7-4770 と、グラフィックにコストパフォーマンスに優れる NVIDIA® GeForce® GTX
660 を搭載し、ゲームを快適にプレイすることができます。強力な CPU のパワーを生かし、ゲームプレイ画面
を動画で配信するといったことも可能です。またゲーム用途だけでなく、オフィスワークや、動画編集等も快適
にこなせるスペックとなっています。
「HAWKEN」は基本プレイ無料でオンラインにつないで世界中のプレーヤーと対戦するメカアクションゲーム
です。プレーヤーは二足歩行の戦闘マシンにパイロットとして搭乗し、「HAWKEN」独特の荒廃した世界の戦場
へと参加することになります。まるで、その戦闘マシンの操縦室に乗り込んだかのような視点でゲームをプレ
イすることができます。戦闘マシンは 3 つのクラスに分けられ、軽量級、中量級、重量級のそれぞれの特徴を
生かし、プレイスタイルにあったマシンを選ぶことができます。戦場には多数のプレーヤーが参加し、チームに
分かれて戦うチームデスマッチや、すべてが敵となるデスマッチ、敵のミサイル発射拠点を制圧するミサイル
アサルト、戦艦へエネルギーを運び、敵拠点を破壊するセージモードといった数々の魅力的なゲームプレイモ
ードを楽しむことができます。
プレーヤーが搭乗する戦闘マシンはアップグレードや、カスタマイズすることが可能です。メイン武器にはア
サルトライフルや、マシンガン、ショットガンなど。サブ武器にはミサイルやグレネードランチャー、スナイパーラ
イフルなどがあり、レベルを上げることによりさらに強化やカスタマイズができるようになります。また、アイテ
ムとしてタレットや、レーダー妨害装置、シールドなどを使用することができ、レベルを上げることにより所持数
を増やすことが可能です。さらに戦闘を多彩にする固有スキルがあります。火力増加や、燃料補給、ダメージ
軽減、武器のオーバーヒート防止など、状況やクラスに応じて的確に使用することにより勝利を得ることがで
きます。
□「HAWKEN」公式ホームページ：http://www.playhawken.com/
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。

リリース配信可能日:

2013 年 6 月 25 日(水)

発売開始日：
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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/hawken.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/hawken.php

製品名:
Lesance DT GS7100-i7-IZB-HW
販売価格 104,980 円（税込）

http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7igs710i7izhw_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™i7-4770 プロセッサー

マザーボード

インテル® Z87 チップセット搭載

メモリ

8GB

グラフィックカード

NVIDIA® GeForce® GTX 650Ti

HDD

500GB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

500W

製品名:
Lesance DT GS7100-i7-SZB-HW
販売価格 134,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7igs710i7szhw_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™i7-4770 プロセッサー

マザーボード

インテル® Z87 チップセット搭載

メモリ

8GB

グラフィックカード

NVIDIA® GeForce® GTX 670

HDD

1TB

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

600W 80PLUS
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