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アプライド、誕生 34 周年記念特別モデル「モンスターハンター フロンティア       

オンライン」推奨 15.6 型ノートパソコンを発売開始！ 

～NVIDIA® GeFroce® GT 335Mとブルーレイディスク搭載でゲーミングも高画質・高音質なデジタルデータも楽しめる ～ 

 

 

 

 

 

  

AP-TWI52050W7V2    ※画像はイメージです 

 

アプライド株式会社（代表取締役会長兼社長：岡 義治、本社：福岡県、以下アプライド）と株式会社

マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、オ

リジナルコンセプトパソコン「AP」シリーズで、インテル Core® i5-520Mプロセッサーと NVIDIA® GeForce® 

GT335M を搭載した 15.6 型ノートパソコンの大人気オンラインゲーム「モンスターハンターフロンティア 

オンライン」を快適にプレイする推奨ゲーミングマシーン 1モデルを、9月 4日(土) 10時より、アプライ

ド全店舗及びオンラインショップ「アプライド-NET」で発売開始いたします。 

 

■ 新製品の概要 

今回発表するアプライド誕生 34 周年記念特別モデル｢AP-TWI52050W7V2｣は、インテル最新のプラットフォ

ームであるインテル® Core™  i5-520M プロセッサーとインテル® HM55 Express チップセット、DDR3-4GB

メモリ、高速なデータアクセスを実現する 2.5 インチ 500GB(7200rpm)ハードディスク、グラフィクスに

NVIDIA® GeForce® GT335M、高画質・高音質なデジタルデータをフルに楽しめる読込・書込み両対応ブルー

レイディスクドライブ、無線の広範囲で高速接続可能なインテル® Centrino® Advanced-N 6200、解像度

1366x768の 15.6型ワイド光沢液晶、OSに Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版を搭載し、モンスタ

ーハンター フロンティア オンライン インストールディスクをセットにした「モンスターハンター フロ

ンティア オンライン」推奨モデルを 13万 9,800円(税込)で発売開始いたします。 

●「モンスターハンター フロンティア オンライン」とは 

「モンスターハンター」シリーズは、ハンターとなるプレイヤーが大自然の中で迫力ある巨大なモン

スターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。家庭用ゲームソフトとして、2004 年 3 月に第 1

作目を発売して以降、約 1,100 万本以上を出荷（2009 年 10 月 1 日時点）した、株式会社カプコンの代表



的な作品のひとつです。 

「モンスターハンター フロンティア オンライン」はシリーズで楽しめる狩猟生活の要素をそのままに、

ハンターたちが多人数集まるビジュアルロビー「メゼポルタ広場」や、ハンター仲間が集まって結成する

コミュニティ機能「猟団」などの新要素・新機能を多数追加したパソコン用オンライン専用タイトルです。 

 

「モンスターハンター フロンティア オンライン」公式サイト 

http://www.mh-frontier.jp/mc/ 

 

「モンスターハンター フロンティア オンライン」内のオリジナル防具やアイテムセットが手に入るキャ

ンペーンの詳細は下記ページをご参照ください。 

http://members.mh-frontier.jp/campaign/c2d/ 

 

【オリジナルインストールディスク】 

ピクチャーレーベル仕様のディスク盤面が特長の「オリジナルインス

トールディスク」が付属します。これによりゲームのダウンロード作

業を省くことができ、モデルのご購入後、すぐに「モンスターハンタ

ー フロンティア オンライン」の世界を体験することが可能です。 

(C) CAPCOM CO., LTD. 2007, 2010 ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

 

■ 新製品の主なスペック 

製品名 CPU メモリ ハードディスク チップセット グラフィック
光学式ドラ

イブ
無線LAN ディスプレイ OS 付属 価格(税込)

139,800円

モンスターハン
ターフロンティア
オンライン イン
ストールディスク

インテル® Centrino®
Advanced-N 6200

(IEEE
802.11a/b/g/n)

Windows® 7
Home

Premium 32-
bit 正規版

AP-
TWI52050

W7V2

インテル®
Core™ i5-
520M プロ
セッサー
(2.40GHz)

ブルーレイ
ディスクドラ

イブ ※1

15.6型ワイド
光沢液晶
(1366 ×

768)

4GB DDR3
SO-DIMM

PC3-10600
(2GBx2)

500GB
SerialATA
(7200回転)

インテル®
HM55

Express チッ
プセット

nVIDIA®
GeForce®
GT335M
(1GB)

 

※ 1 ブルーレイディスクドライブは、ブルーレイディスクの書込みには対応しておりません。 

 

 

■新製品の主な特長 

「インテル® 最新技術を実装したインテル® Core™ i5-520Mプロセッサー搭載」 

 本製品に搭載のインテル最新モバイル CPU は、ネイティブデュアルコアとインテル® ハイパースレッテ

ィング・テクノロジーにより、論理 4 スレッドの並列処理を行い高速のマルチタスク処理を行います。ま

た、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーにより、動作周波数を最大 2.93GHｚへ自動的にクロック

数を調整し、高い処理能力が必要な数多くのアプリケーションに対して圧倒的な処理速度を実現します。 

「3Dオンラインゲームに適した NVIDIA® GeForce® GT335M、大容量メモリと高速ハードディスクを搭載」 



 ノート PC向けのグラフィクス、NVIDIA® GeForce® GT335Mを搭載し、フル HDの高解像度の動画再生や、

ストリーミングだけでなく高い描写処理が必要となる最新の 3Dゲームなどにも対応いたします。また、高

負荷時に快適なデータ転送を実現する大容量 4GBメモリと 7200回転の 2.5インチハードディスク 500GBを

搭載しております。 

「高画質・高音質なデジタルデータをフルに楽しめる読込・書込み両対応のブルーレイディスクドライブ

搭載」 

ハイビジョン動画の視聴や高音質の再生だけでなく、デジタル一眼レフカメラで撮影した高画質のデジ

タルデータの保存にも最適な読込・書込み両対応のブルーレイディスクドライブを標準搭載しております。 

 

「1年間 24時間電話サポート」 

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきま

す。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。 ※年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日

を除く。 

 

■ 新製品の詳細 

製品型番 AP-TWI52050W7V2

OS Windows® 7 Home Premium 32-bit正規版

インテル® Core™ i5-520M プロセッサー

（3MB L2キャッシュ/2.40GHｚ）

デュアルチャネルDDR3 4GB PC3-10600

（2GBx2/最大8GB）

HDD Serial-ATA 500GB(7200回転)

チップセット モバイル インテル® HM55 Express チップセット

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GT335M（GDDR3 1GB）

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)

（BD-REx2/BD-Rx4/BD-Rx4/DVD±R DLx4/DVD+RWx8/DVD-RWx6/DVD-RAMx5/DVD±Rx8/CD-Rx24/CD-RWx16/DVD-
ROMx8/CD-ROMx24）

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

カードリーダー マルチカードリーダー

スロット （対応メディア：マルチメディアカード、SDメモリカード、メモリースティック、メモリースティックPro）

WEBカメラ 130万画素WEBカメラ

無線LAN インテル® Centrino® Advanced-N 6200 (IEEE 802.11a/b/g/n)

ディスプレイ 15.6型ワイド光沢液晶ディスプレイ （1366x768）

日本語キーボード、タッチパッド

■I/Oポート：●USB2.0ポートx3（右側面×2、左側面×1（e-SATAポートと共用）） ●e-SATAポート x1（左ｘ1 USBと共用） ●ディス
プレイ出力ポートx2（D-sub ｘ1、HDMI ｘ1） ●サウンド ヘッドフォンx1、マイクインx1 ●LANポートx1 10/100/1000bps LAN

ゲーム特典 モンスターハンター　フロンティア　オンライン　インストールディスク

バッテリー リチウムイオンバッテリーまたはAC100V（50/60Hz ACアダプタ経由）

バッテリー駆動時間 約3.7時間

サイズ 373（W）×257（D）×40.9（H） mm （折りたたみ時）

重量 約2.6kg

保証 1年間無償保証

価格(税込) 13万9800円

ドライブ

その他

メイン・メモリ

プロセッサー

 

 

 

 



【株式会社マウスコンピューター 会社概要】 

社 名：株式会社マウスコンピューター 

  本 社：東京都台東区浅草橋 5-20-8 CS タワー9F 

  代 表 者：代表取締役社長 小松 永門 

  事 業 内 容：パソコン及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業 

  設 立：2006 年 10 月 

  資 本 金：100,000,000 円（2010 年 3 月 31 日現在） 

ホームページ：http://www.mouse-jp.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 岡 義治 

  事 業 内 容：パソコン及び関連商品の製造・販売、デジタル関連機器の企画・販売、システムインテ

グレーション事業等 

  設 立：1982 年 9 月 

  資 本 金：381,734,000 円（2010 年 3 月 31 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（法人向けサイト） 

 

■ 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 取締役 経営企画部長 坂井 雅実（さかい まさみ） 

電話：092-481-7801 FAX：092-481-9965  

 

 

http://www.applied-net.co.jp/
http://www.applied.ne.jp/

