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株式会社 ユニットコム 

 

フェイスより、株式会社ネクソンの運営する人気のオンラインゲーム 

「アラド戦記」「アトランティカ」「マビノギ英雄伝」の推奨パソコンを発売開始! 
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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、フェイスブランドより、株式会

社ネクソンの運営する人気のオンラインゲーム「アラド戦記」「アトランティカ」「マビノギ英雄伝」の推奨パソコン

を発売いたします。 

 

「アラド戦記」「アトランティカ」「マビノギ英雄伝」推奨パソコンは、処理性能の高い 4 コア CPU のインテル® 

Core™i5-4570 プロセッサー(3.2-3.6GHz/4 コア/6MB キャッシュ/TDP84W)と、グラフィックに NVIDIA® 

GeForce® GTX 750Ti を搭載、8GB の DDR3 メモリ、ストレージに 500GB の HDD、光学ドライブに DVD スーパ

ーマルチドライブを内蔵、OS には Windows 7 Home Premium 64 ビット版をプリインストールしたミニタワーパソ

コンです。 

 



◆購入特典としてゲーム内で役立つアイテムがもらえる特典コードをプレゼントいたします 

・「アラド戦記」推奨パソコン購入特典 

 

アメイジングハンマー 100 個 

 

異名セット 

 

異名セット内容 

 
名称 能力値 セット効果 

異名前 選ばれし PC の 魔法攻撃力+5 
全ての属性強化+5 

異名後 所持者 物理攻撃力+5 

 

 

・「アトランティカ」推奨パソコン購入特典 

名称 アクセサリアイテム『トールの雷翼』 

品目 装飾 主人公専用 

最低必要レベル 70 

効果 攻撃力 1550-1650 防御力 500 生命力 +300 発動魔法 迸る稲妻 Lv1 

特殊能力 TBS 戦闘時、攻撃力 10％アップ（主人公＆傭兵） 

 

 

 

・「マビノギ英雄伝」推奨パソコン購入特典 

アイコン アイテム名 個数 効果 

 

女神の加護 10 個 

行動不能時、女神の加護を受け自身

が復活する。 

生命力が完全回復する。 

装備がすべて修理され、復活後 15 秒

間敵の攻撃から守られる。 

戦闘時クイックスロットに装着しなくても

いつでも使用できる。 

 

ムーンラビットセット 

ムーンラビットキ

ャップ 

(パソコン工

房)×1 

防御力+50、抵抗力+2 



ムーンラビットチ

ュニック 

(パソコン工

房)×1 

防御力+50、抵抗力+2 

 

 

 

 

【製品説明】 

今回発売する推奨パソコンは、「アラド戦記」「アトランティカ」「マビノギ英雄伝」を快適にプレイするのに必

要なグラフィックカード NVIDIA® GeForce® GTX 750Ti を搭載しています。GeForce® GTX 750Ti は性能の高さ

だけでなく、省電力性の高さも兼ね備えた、最新世代のゲーミングパソコンです。さらに、処理性能の高い最

新世代の CPU であるインテル®第 4 世代 Core™i5 プロセッサーを搭載し、強力なグラフィックカードの性能を

十分に引出し、ゲームのプレイ動画を配信しても余裕の性能を発揮します。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メモリを増やす、SSD を追加搭載するなどのスペックの強

化、変更を行うことができます。 

 

◆『アラド戦記』について 

限界知らずの豪快さ！ オンラインアクションゲームの最高峰を体験せよ！ 

「アラド戦記」は、カンタンな操作で繰り出せる爽快＆ド迫力なアクションゲームです。懐かしさが新鮮に感じら

れる 2D 横スクロールアクション、豊富なダンジョンとクエストがプレーヤーを待ち構えています。クエストをクリ

アするだけでもキャラがどんどん育っていくので、ソロプレイも楽しめます。もちろん、オンラインゲームの醍醐

味であるパーティープレイもあるので、操作になれたらどんどん参加して楽しみましょう！ 

 

◆『アトランティカ』について 

もう、迷わせない。 

「アトランティカ」は、多人数が同じワールド（ゲーム世界）に、インターネット回線を通じて接続し、遊べるオンラ

イン RPG です。友達と、あるいは今まで一度も会ったことのない人と一緒に冒険していくことができます。ゲー

ム内は 3D で描写されています。荒廃した世界と、復興する人々、そして豊かな自然や、神秘的な遺跡、モン

スターたちが美しくあなたの目の前に広がることでしょう。また、グラフィックだけでなく、ゲーム内のシステム

の完成度も高く仕上がっています。ストーリーを進めるために必要なキャラクターや、ダンジョンまで自動で移

動できるシステムを導入しています。初心者でも気軽に楽しめ、絶対に迷うことのないシステムが特徴です。 

 

◆『マビノギ英雄伝』について 

戦い方は無限大！禁じ手無しのリアルアクション。 

「マビノギ英雄伝」は、リアリティを追求し、アクションゲームに取り入れ制作されました。落ちている壺や皿を

拾って投げたり、敵が落とした武器を拾って攻撃したり、石柱や木の柵を花石、破片を担いで戦うことも可能。

敵に近づくことで胸倉をつかみ、あるいは遠距離から鎖を投げつけて捕縛する。とにかくリアル。アクションゲ

ームの認識を変える新世代のアクションゲームです。 

 

詳しくは公式サイトでご確認ください。 

□「アラド戦記」公式サイト 

http://arad.nexon.co.jp/ 

□「アトランティカ」公式サイト 

http://arad.nexon.co.jp/


http://atlantica.nexon.co.jp/ 

□「マビノギ英雄伝」公式サイト 

http://heroes.nexon.co.jp/ 

 

 

 

リリース配信可能日：   2014年 4月 25日(金)  

発売開始日：            2014年 4月 25日(金)  

 

 

□製品情報： 

□「アラド戦記」推奨パソコンページ 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f03 

□「アトランティカ」推奨パソコンページ 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f05 

□「マビノギ英雄伝」推奨パソコンページ 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f01 

□フェイスのホームページ 

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

 

 

製品名: 

PASSANT Mx i5EB8N75T-ARAD 

標準構成価格 

91,980円（税抜） 

99,338円（税込） 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f04 

 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

PASSANT Mx i5EB8N75T-ATLANTICA 

標準構成価格 

91,980円（税抜） 

99,338円（税込） 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f06 

OS Windows® 7 Home Premium [64 ビット] 正規版 

CPU インテル® Core™i5 4570 プロセッサー 

チップセット インテル(R) B85 チップセット搭載 

メモリ 8GB 

グラフィックカード NVIDIA® GeForce™ GTX 750Ti 2GB 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

電源 500W 80PLUS 認証取得 静音電源 

http://atlantica.nexon.co.jp/
http://heroes.nexon.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f03
http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f05
http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f01
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f04
http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f06


 

 

【BTO 初期構成】 

 

製品名: 

PASSANT Mx i5EB8N75T-HEROES 

標準構成価格 

91,980円（税抜） 

99,338円（税込） 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f02 

 

【BTO 初期構成】 

 

 

 

【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/ 

バイモア URL : http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア URL : http://sellmore.jp/ 

 

資本金 98,000,000 円 

代表者 代表取締役 高島 勇二 

OS Windows® 7 Home Premium [64 ビット] 正規版 

CPU インテル® Core™i5 4570 プロセッサー 

チップセット インテル(R) B85 チップセット搭載 

メモリ 8GB 

グラフィックカード NVIDIA® GeForce™ GTX 750Ti 2GB 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

電源 500W 80PLUS 認証取得 静音電源 

OS Windows® 7 Home Premium [64 ビット] 正規版 

CPU インテル® Core™i5 4570 プロセッサー 

チップセット インテル(R) B85 チップセット搭載 

メモリ 8GB 

グラフィックカード NVIDIA® GeForce™ GTX 750Ti 2GB 

HDD 500GB 

光学ドライブ DVD スーパーマルチ 

電源 500W 80PLUS 認証取得 静音電源 

http://www.faith-go.co.jp/rd.php?aid=p140425f02


本社所在地 〒556-0005 大阪府浪速区日本橋 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、中古・買取・販売 

 

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 東京 Eコマース 

Tel  :   03-4334-9035 / Fax :  03-4334-9031 

E-mail :   miyamori@unitcom.co.jp 

mailto:%20miyamori@unitcom.co.jp

