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新製品発売のお知らせ 
 

― アプライド、リネージュⅡクロニクル４推奨ＰＣを発売 ― 
 
【概要】 
パソコン総合専門店「アプライド」を運営するアプライド株式会社（本社福岡市博多区 代表取

締役社長 岡 義治）では、エヌ・シー・ジャパン株式会社（本社東京都渋谷区 代表取締役社長 

金 澤憲氏）の提供するオンラインゲーム「リネージュⅡクロニクル４」推奨ＰＣを発売いたしま

す。 
エヌ・シー・ジャパン株式会社は、韓国の代表的なオンラインゲーム企業であるエヌ・シー・ソ

フトと、ソフトバンクグループが共同出資して設立されたジョイントベンチャーです。現在、「リネ

ージュクロスランカー」と「リネージュⅡ」を提供しております。 
 
今回、リネージュⅡ推奨ＰＣを発売するにあたり、アプライド株式会社は、エヌ・シー・ジャパ

ン株式会社と「版権許諾基本契約」ならびに「提携マーケティング覚書」を締結し、幅広いユーザ

ー層に告知を行います。 
製品の主な特徴は、高速処理能力ＣＰＵ intel Pentium4 630(3.0GHz)を搭載、メモリ容量は標
準で１ＧＢ（ＤＤＲ２）を搭載、グラフィックカードは優れたグラフィック性能で定評のＥＬＳＡ

製GeForce6600GT（PCI-Express接続）を採用、ＵＳＢ接続の推奨ゲームコントローラを標準装
備し、リネージュⅡを十分に満喫していただける仕様になっています。また、今回、オンラインゲ

ーム「リネージュⅡ」をより多くの方に体験していただけるよう、３日間の無料プレイチケットを

同封いたしました。そのほか、オリジナル壁紙をプリインストールし、ゲームプレイ中以外でも、

リネージュⅡの世界を楽しんでいただけます。 
 
アプライドでは、全国 21 店舗での店頭販売を行うほか、自社ホームページ（総合販売サイトと
プライベートブランドＰＣ専門サイト）での販売も行い、初回 100 台の販売を予定しております。
価格は消費税込み 124,800円で 3月 16日より受注を開始いたします。なお、受注生産方式を採用
しているため、注文後1週間程度の納期を予定しております。 
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【製品名】 
■ 品   名 ： リネージュⅡ推奨ＰＣ 
■ 型   式 ： RGP4630L2 
■ 販売価格： 124,800円（消費税込み） 
■ 発売日 ： 2006年3月16日(木) 
 
【製品の特徴】 
■ 高速CPU Pentium4 630 を搭載。 
■ メモリも大容量の1GB（DDR2）を搭載。 
■ グラフィックカードは信頼の ELSA 製を採用、ハイパフォーマンスの GeForce6600GT を

PCI-Expressで接続。 
■ キーボード・マウスの入力装置にもこだわり、特にマウスは 1600dpi の高解像度の光学式マウ
スを添付、さらに、リネージュⅡを十二分に満喫していただくためのUSB接続推奨コントロー
ラを標準添付。 

■ 3日間の無料プレイチケットを同封。 
■ オリジナル壁紙をプリインストール。ゲームプレイ中以外でもリネージュⅡの世界を楽しめます。 
 
【主な仕様】 

ATXミドルタワーケース/スーパーホワイトカラー/12cmファン搭載(フロント・リア・サイド)
Microsoft® Windows XP Home Ediition Service Pack 2
HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630
3GHz/2MB L2キャッシュ/800MHz FSB/HTテクノロジ
インテル® 945P Express + インテル® ICH7R
1024MB(512MB x 2)/4096MB(1024MBx4)
DIMM DDR2-SDRAM PC2-4200 / DIMM DDR2-SDRAM PC2-5300/4200/3200
4(2)
200GB
7200rpm/8MB/SATA150
DVD±R 2層書き込み対応 最大16倍速書き込みDVDマルチドライブ IDE接続
DVD±RDL(x8)/DVD±R(x16)/DVD-RW(x6)/DVD+RW(x8)
CD-R(x40)/CD-RW(x32)
-
nVIDIA® GeForce™ 6600GT
128MB
GDDR3-SDRAM
2048x1536/1920x1440/1920x1200/1920x1080
1600x1200/1600x1024/1600x900
1360x768/1280x1024/1280x960/1280x768/1280x720
1152x864/1034x768/848x480
High Definition Audio/ALC882/8ch
-
キーボード(1)/マウス(1)
フロント(2)/リア(4)/PCIブラケット(2)
1
1
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

フロント Line-Out(Front Speaker Out)/MIC

リア
Line-In/Line-Out(Front Speaker Out)/MIC
Surround Speaker Out(rear Speaker Out)
Center & Subwoofer Speaker Out/Side Speaker Out
In (同軸) x1 ; Out (同軸) x1
0
DVI-I x1 ; D-Sub x1
0(0)
1(0)
2(0) ※ただし、1スロット上に拡張USBを配置
3(2)
5(4)
6(5)
【ロジクール製 Media Keyboard】 PS/2接続メディアキーボード ブラックカラー
【ロジクール製 G3 Optical Mouse】 USB接続高解像度1600dpi光学式ゲーミングマウス ブラックカラー
2.1chステレオスピーカー
【ロジクール製 PC GAME CONTROLLER GPX-500L for LINEAGE Ⅱ】
450W ATX Ver.2.0対応
幅219mm x 高さ459mm x 奥行498mm
12ヶ月 センドバック保証期間

ゲームコントローラー

マウス
スピーカ

電源
外寸

拡張ストレージベイ
3.5インチ
5.25インチ (シャドウ)

キーボード

IEEE1394
映像出力

拡張スロット

AGP
PCI-Express x16
PCI-Express x1
PCI 32bit

サウンド機能
テレビキャプチャ機能

インターフェイス

PS/2
USB
パラレル
シリアル
イーサーネット

サウンド

S/PDIF

フロッピーディスクドライブ

グラフィック機能

搭載グラフィックチップ
搭載グラフィックメモリ容量
搭載グラフィックメモリ規格 / インターフェイス

対応解像度

ハードディスクドライブ
搭載ハードディスクドライブ容量
搭載ハードディスクドライブ規格

オプティカルディスクドライブ
仕様

最大書き込み速度

チップセット

メモリ
搭載メモリ容量 / 最大メモリ容量
搭載メモリ規格 / 対応メモリ規格
メモリスロット数 (空きメモリスロット数)

タイプ
搭載オペレーティングシステム

プロセッサ
搭載プロセッサ
詳細

 2



 
【製品外観】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 写真はイメージです。モニターは別売りです。画面はハメコミ合成です。製品外観、デザイン、仕様は予告なく変更される場合

があります。実物のキーボード・マウスの色は、ブラックになります。 

・ 「リネージュⅡ」はエヌ・シー・ジャパン株式会社の登録商標です。 

 
【エヌ・シー・ジャパン株式会社 会社概要】 
社名：エヌ・シー・ジャパン株式会社（英文名：NC Japan K.K） 
本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー16階 
代表者：代表取締役社長 金 澤憲（キム テク ホン） 
事業内容：オンラインゲームの開発、サービスの提供 
設立：2001年9月27日 
資本金：3億7,500万円（2005年12月31日現在） 
ホームページ：http://www.ncjapan.co.jp 

  
【アプライド株式会社 会社概要】 
社名：アプライド株式会社（ＪＡＳＤＡＱ コード：3020） 
本社：〒812-0007 福岡市博多区東比恵三丁目３番１号 
代表者：代表取締役社長 岡 義治 
事業内容：パソコンおよびパソコン関連商品の販売、プライベートブランドパソコンの製造・販売、デジタル関連商

品の販売 
設立：1982年9月 
資本金：3億6,260万円（2006年3月１日現在） 
ホームページ：http://www.applied-net.co.jp（総合販売サイト） 

 http://www.applied.ne.jp（プライベートブランド専門サイト） 
 

■ 本件に関するお問い合わせは下記まで 
アプライド株式会社 経営推進部 室園（むろぞの） 

電話：092－481-7801（代表） ＦＡＸ：092-481-9965 mail：tenpokanri@applied-net.jp 
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