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株式会社 ユニットコム

パソコン工房より、気軽に「ドラゴンクエスト」の世界をオンラインで楽しめる
「ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン」推奨パソコンを発売!
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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、パソコン工房ブランドにおい

て、「ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン」推奨ノートパソコンを 9 月 12 日(木)に販売開始致
しました。
「Lesance NB 15GSN7010-i7-VGB-DQX」は、性能の高い 4 コア CPU のインテル® Core™i7-4700MQ
(2.4-3.4GHz/4 コア/8 スレッド/6MB キャッシュ/TDP47W)と、グラフィックに NVIDIA® GeForce™ GT 750M を搭
載、8GB の DDR3L 低電圧メモリ、ストレージに 500GB の HDD、OS には Windows 8 64 ビット版を採用し、「ド
ラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン」の推奨認定を得たノートパソコンとなっています。
□「ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン」推奨パソコン 製品情報
http://www.pc-koubou.jp/pc/dq.php

【製品説明】
「Lesance NB 15GSN7010-i7-VGB-DQX」は、性能の高い最新世代の CPU であるインテル®第 4 世代 Core
™i7 プロセッサーを搭載し、さらにゲームなどを遊ぶのに必須なグラフィックに NVIDIA® GeForce™ GT 750M を
搭載する最新世代のノートパソコンです。標準構成で「ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン
ベンチマーク」の「最高設定」でベンチマークスコアはとても快適に遊べる 7000 を超える 7576 となり、「ドラゴン
クエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン」の世界を「最高設定」のきれいなグラフィックでとても快適にプ
レイすることができるようになっています。15.6 インチのフル HD(1920ｘ1080)に対応する液晶ディスプレイを搭
載しており、高解像度による精細な映像でゲームを楽しむことができます。本体の大きさは、約幅 374mm×奥
行 252mm×高さ 14～31.4mm となっており、簡単に持ち運びができるので、お友達の家でも、カフェでも、自宅
でもインターネットに接続することで、いつでも、どこでも「ドラゴンクエストⅩ」のオンラインゲームを快適に楽し
むことができます。処理能力の高い強力な CPU とグラフィックスカードを搭載しているためゲーム用途だけで
なく、動画の編集や配信などのクリエイティブな場面でも活躍します。また、構成のカスタマイズにも対応して
おりますので、ご注文時にお好みに合わせてスペックの強化、変更を行うことができます。
【「ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン」について】
1986 年に第 1 作が発売されて以来、日本を代表する家庭用ロールプレイングゲームとして皆様に親しまれ
ている「ドラゴンクエスト」シリーズ。
その最新作『ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン』では、ついにオンライン RPG に進化しまし
た。
Wii 版が 2012 年 8 月 2 日、Wii U 版が 2013 年 3 月 30 日に発売され好評をいただいている中、いよいよ
Windows®版が登場！
詳しくは「ドラゴンクエストⅩ」公式プロモーションサイトでご確認ください。

商品概要

・商品名：『ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン』
・ジャンル：ロールプレイング（オンライン専用）
・基本プレイ人数：１人（※１ユーザーにつき３キャラクターを作成可能）
※ブロードバンド対応のインターネット接続環境が必要です。
・対応機種：Windows®
・発売日：2013 年 9 月 26 日（木）予定
・希望小売価格：3,990 円(税込) [パッケージ/ダウンロード版]
（※20 日間無料利用券つき）
・製作・開発：株式会社スクウェア・エニックス
・公式サイト：http://www.dqx.jp/
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その他の詳細情報は、公式サイトをご覧ください。
※ドラゴンクエスト／DRAGON
および目覚めし五つの種族は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニッ
©2012, 2013 ARMORQUEST
PROJECT/BIRD
STUDIO/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
クス・グループの商標または登録商標です。
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です。

リリース配信可能日：

2013 年 9 月 12 日(木)

発売開始日：

2013 年 9 月 12 日(木)

□製品情報：
□「ドラゴンクエストⅩ

目覚めし五つの種族

オンライン」推奨パソコン

製品情報

http://www.pc-koubou.jp/pc/dq.php
□パソコン工房のホームページ
http://www.pc-koubou.jp/

製品名:
Lesance NB 15GSN7010-i7-VGB-DQX [Windows 8 搭載]
標準構成価格 99,980 円（税込）
http://www.pc-koubou.jp/pc/model/8i15g701i7vgdqx_main.php
【BTO 初期構成】
OS

Windows® 8 [64 ビット] 正規版

液晶

15.6 インチ フル HD(1920×1080 ドット)対応光沢カラー液晶

CPU

インテル® Core™i7-4700MQ プロセッサー

チップセット

インテル(R) HM86 チップセット搭載

メモリ

PC12800 DDR3L 8GB 1600MHz (4GBx2)

グラフィックカード

NVIDIA® GeForce™ GT 750 2GB

HDD

500GB 5400rpm Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

ネットワーク

無線 LAN：IEEE802.11b/g/n ，有線 LAN：1000Mbps Gigabit LAN ポート

内蔵カメラ

200 万画素カメラ搭載

【会社概要】
社名 株式会社ユニットコム
運営ショップ名
パソコン工房

URL :

http://www.pc-koubou.jp

グッドウィル

URL :

http://www.goodwill.jp/

ツートップ

URL :

http://www.twotop.co.jp

フェイス

URL :

http://www.faith-go.co.jp

フリート

URL :

https://freet-diy.jp/

バイモア

URL :

http://www.unitcom.co.jp/buymore/

セルモア

URL :

http://www.sellmore.jp/

代表者

代表取締役 髙島 勇二

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1
事業内容

オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売
パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ユニットコム PK-E コマース

Tel

: 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014

E-mail : y-inoue@pc-koubou.co.jp

