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iiyama PC ブランドより「ドラゴンクエストⅩ」の新大陸で世界を楽しめる、
スライムたちオススメの「ドラゴンクエストⅩ」推奨パソコンを販売開始

※画像はイメージです。

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、信頼の JAPAN QUALITY

「iiyama PC」ブランドパソコンより、「ドラゴンクエストⅩ」推奨デスクトップパソコン『GS5040-A10-HZB-DQX』を
販売開始しました。
◆メタルスライム級のオススメパソコン
「GS5040-A10-HZB-DQX ドラゴンクエストⅩ 推奨 PC」は、高性能なグラフィックチップを内蔵した 4 コア APU
の AMD® A10-7850K プロセッサー(3.7-4.0GHz/4 コア/4MB キャッシュ/TDP95W)と、グラフィックに APU 内蔵
グラフィック AMD® Radeon R7 Graphics を搭載、8GB の DDR3 メモリ、ストレージに 1TB 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 ビット版を採用し、「ドラゴン
クエストⅩ」の「メタルスライム級」の推奨認定を得たデスクトップパソコンとなっています。
□「ドラゴンクエストⅩ」推奨パソコン 製品情報
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140424i01
◆「ニコニコ超会議 3」に出展
「GS5040-A10-HZB-DQX

ドラゴンクエストⅩ

推奨 PC」を、2014 年 4 月 26 日より開催される「ニコ

ニコ超会議 3」に出展いたします！超ゲームゾーン内のドラゴンクエストⅩゾーンにてぜひご確認くだ
さい！
※展示機本体はケースのデザインが異なりますが、本体構成は同一となります。予めご承知おきください。

【製品説明】
◆メタルスライム級のオススメパソコン「GS5040-A10-HZB-DQX ドラゴンクエストⅩ 推奨 PC」は、性能の
高いグラフィックチップを内蔵した最新世代の APU である AMD® A10-7850K プロセッサーを搭載し、ドラゴン
クエストⅩを快適に遊べる AMD® Radeon R7 Graphics を搭載する最新世代のデスクトップパソコンです。標準
構成で「ドラゴンクエストⅩ」の世界を快適にプレイすることができるようになっています。処理能力の高い強力
な APU 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』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。
その最新作となる『ドラゴンクエストⅩ』は、シリーズ初のオンライン RPG に進化しました。
1st パッケージとなる『ドラゴンクエストⅩ 目覚めし五つの種族 オンライン』は、Wii 版が 2012 年 8 月 2 日、
Wii U 版が 2013 年 3 月 30 日、
Windows®版が 2013 年 9 月 26 日に発売され、国内最大級のオンライン RPG として好評をいただいている中、
2013 年 12 月 5 日(木)に追加パッケージとなる『ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オンライン』が
発売され、世界がさらに広がりました。物語は新たな舞台へ！
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。
http://www.dqx.jp/windows/
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□iiyama PC オフィシャルサイト
http://www.iiyama-pc.jp/
□ニュースリリースページ
http://www.iiyama-pc.jp/info/20140425.php

□パソコン工房のホームページ
http://www.pc-koubou.jp/
□「ドラゴンクエストⅩ」推奨パソコン

製品情報

http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140424i01

製品名:
GS5040-A10-HZB-DQX [Windows 8.1]
標準構成価格 75,579 円（税込）
69,980 円（税抜）
http://www.pc-koubou.jp/rd.php?aid=p140424i02
【BTO 初期構成】
OS

Windows® 7 Home Premium [64 ビット] 正規版

CPU

AMD® A10-7850K プロセッサー

チップセット

AMD(R) A78 FCH チップセット搭載

メモリ

8GB

グラフィックカード

AMD® Radeon R7 Graphics (APU 統合グラフィックス)

HDD

1TB Serial-ATA

光学ドライブ

DVD スーパーマルチ

電源

450W

【掲載 URL について】
本リリースに掲載させて頂いております URL の一部につきまして、リンク先をご確認頂いた
際に、URL が変換されます。つきましては、リンク先をご確認頂いた際のブラウザに表示さ
れた URL ではなく、本リリースに掲載させて頂いております URL をそのまま貼り付けて頂き
ますようお願いいたします。

【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/
代表者 代表取締役 高島 勇二
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

:

E-mail :

03-4334-9035 / Fax : 03-4334-9031
miyamori@unitcom.co.jp

