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コジマ、iiyama ブランドを展開するマウスコンピューター製の 

オリジナルフル HD液晶セットモデル 3機種を発表！ 

～大人気ハンティングアクションゲーム「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

もラインナップ～ 

 

  株 式 会 社 コジマ 

 

家電量販店の株式会社コジマ（本社：栃木県宇都宮市、資本金：１８９億１，６６４万円、代表取締役

社長：寺﨑悦男、店舗数：２１９店舗）は、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）との共同企画オリジナルパソコン、新モデルとして、マウスコ

ンピューター製オリジナルパソコン「STRAIGHT PC」シリーズに、最新 OS Windows® 7 をプリインストー

ルし、フル HD 表示に対応した液晶モニタをセットにした、スリム型タワーPC モデルを２機種、タワー型

デスクトップ PC モデルを１機種、計３機種を、平成２２年４月３日(土)より、全国のコジマ店舗並びにコ

ジマ通販にて取り扱いを開始します。 

 

※一部店舗では取り寄せ販売となります。 

 

今回発表する新製品は 5万円台で購入できる 21.5 型フル HD ノングレア液晶セットの低価格モデル

から、インテル® Core™i3-530 プロセッサーと NVIDIA® GeForce® GT220 を搭載したモデルと、さらに

オフィスとホームユースの双方で活躍するオフィスソフト Microsoft® Office Personal 2007 をプリインス

トールし、23.6 型フル HD ノングレア液晶をセットしたモデル、一部モデルは株式会社カプコンが運営す

るハンティングアクションゲーム「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨モデルとなっており

ます。 

 

       

「KDS3350-E22S」 

     
「KDSi353G-E22」                       「KDMi353TG-E24A」 

(※写真はイメージとなり、実際の商品仕様とは異なります) 

 

■新製品の概要 

スリムタイプモデルはWindows® 7 の魅力を最も体験できる Windows® 7 Home Premium 32-bit 版をプ

レインストールした「KDS3350-E22S」、インテル® Celeron® プロセッサー E3300、デュアルチャネル
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DDR3 メモリ 2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載、iiyamaブ

ランドの 21.5 型フル HD ノングレア液晶モニタ「PLE2210HDS-W1」をセットして、59,800 円(税込)となり、

「KDSi353G-E22」は、インテル® Core™i3-530 プロセッサー、デュアルチャネルDDR3 メモリ 4GB、HDD 

500GB を搭載し、iiyama ブランドの 21.5 型フル HD ノングレア液晶モニタ「PLE2210HDS-W1」をセットし

て、99,800 円(税込)となります。 

デスクトップモデルはWindows® 7 の魅力を最も体験できる Windows® 7 Home Premium 32-bit 版をプ

レインストールした「KDMi353TG-E24A」、インテル® Core™i3-530 プロセッサー、デュアルチャネル

DDR3 メモリ 4GB、HDD 1TB、DVD スーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載、Office 

Personal 2007 をプリインストール、さらに iiyama ブランドの 23.6 型フル HD ノングレア液晶モニタ

「PLB2409HDS-W1」をセットして、129,800 円(税込)となります。 

「KDSi353G-E22」と「KDMi353TG-E24A」は、株式会社カプコンが運営するハンティングアクションゲー

ム「モンスターハンター フロンティア オンライン」推奨モデルとなり、非売品の「オリジナルインストー

ルディスク」が付属、購入者特典として「モンスターハンター フロンティア オンライン」のゲーム内オリ

ジナル防具「デュオシリーズ」と、狩猟に役立つ消耗品アイテムなどを詰め合わせた「便利アイテムセッ

ト【入門】」が入手できるイベントコードも付属する、「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーキャンペ

ーン」対象製品となります。 

■新製品の主なスペック 

 

型番 
プロセッサ

ー 
メモリ HDD ドライブ VGA OS ソフト 液晶 価格 

KDS3350-E22S 

インテル® 

Celeron® プ

ロセッサー 

E3300

（2.50GHｚ） 

DDR3-SDRAM 

2GB 

PC3-10600 

インテル® 

グラフィックス

メディア 

アクセラレータ

X4500 

59,800 円

（税込)

KDSi353G-E22 

500GB 

S-ATA
- 

iiyama 

21.5 型 フ

ル HD 

液晶モニタ 

99,800 円

(税込) 

KDMi353TG-E24A 

インテル® 

Core™ i3-530 

プロセッサー

（2.93GHｚ） 

DDR3-SDRAM 

4GB 

PC3-10600 1TB 

S-ATA

2 層書込対

応 

18倍速DVD

スーパーマ

ルチドライブ

 

NVIDIA® 

GeForce® 

GT220 

Windows® 7 

Home Premium 

32-bit 正規版

Microsoft® 

Office 

Personal 

2007 

iiyama 

23.6 型 フ

ル HD 

液晶モニタ 

129,800

円 

(税込) 

 

 

■新製品の特長 

 

●KDS3350-E22S 

インターネットやデジタル写真を楽しむなど、PC を楽しむために必要な基本的機能を備えつつ、5 万円

台という圧倒的価格を実現。さらにフル HD表示に対応した 21.5 型ノングレア液晶もセットされ

Windows® 7 の魅力を体験できるベースモデルです。 

 

●KDSi353G-E22 

インテル® 32nm テクノロジー採用のデュアルコア CPUであるインテル® Core™ i3-530 プロセッサー を

採用、大容量デュアルチャネルメモリ 4GB を搭載し、Windows® 7 Home Premium をプリインストール、

省電力ながらも優れたグラフィック能力を持つGeForce® GT220 を搭載し 21.5 型フル HD対応ノングレ

ア液晶もセット、さらに大人気ハンティングアクションゲーム「モンスター ハンター フロンティア オンラ

イン」推奨モデルとなります。 
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●KDMi353TG-E24A 

インテル® 32nm テクノロジー採用のデュアルコア CPUであるインテル® Core™ i3-530 プロセッサー を

採用、大容量 1TB の HDD を搭載し、省電力ながらも優れたグラフィック能力を持つ GeForce® GT220

を搭載、23.6 型フル HD 対応ノングレア液晶もセット、オフィスとホームユースの双方で活躍するオフィ

スソフト Microsoft® Office Personal 2007 をプリインストール、さらに大人気ハンティングアクションゲー

ム「モンスター ハンター フロンティア オンライン」推奨モデルとなります。 

 

■全モデル共通の特長 

 

「新たな可能性を提供する最新 OS、Windows® 7 を搭載」 

Aero プレビューや Aero シェイクを始めとするよりパソコンをシンプルに使える機能に加え、Windows® 

Vista® に比べて起動、シャットダウン、ログオフの高速化、メモリの消費量の改善が図られ、快適な動

作環境を実現します。 

 

「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、マウスコンピューターの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、およびメンテナンス日を除く。 

 

■「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 
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