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堪能せよ！

付属されいるダウンロードクーポンの有効化

ゲームバンドルという誘惑

SAPPHIRE のグラフィックスボードに付属するダウンロードクーポンには、
、

グラフィックスボードにおけるゲームバンドルの歴史は長く、昔から販売促進

固有のコードが書かれていてそれを AMD の特設サイトにユーザーのメールアド

として用いられていた手法である。
そして、
その各グラフィックスベンダーが競っ

レスなどの必要事項とともに入力する。その後、入力したメールアドレス宛てに

てゲームバンドルを行いゲームバンドルブームとなった。昔のゲームバンドルと

再度コードが発行される。このコードは、
「Origin」や「Steam」といったゲー

いえば、複数のゲームがバンドルされていたが一昔前のゲームを寄せ集めがバン

ムをダウンロード販売するプログラムをインストールしユーザー登録をしてコー

ドルされていた。それなりのビックタイトルがバンドルされていたがすでに購入

ドのアクティベーション（認証）をおこなって初めてゲームをダウンロード出来

済みのゲームやあまり興味がないゲームだったりした。なによりも致命的だった

るようになる。登録するメールアドレスが間違っているとコードが受け取れな

のが、そのゲームたちは英語版だったのだ。英語版のゲームでは、日本語のみで

かったりするので、メールアドレスの入力間違いや受信できないメールアドレス

生きてきた生粋の日本人が心から楽しむことが出来なかった。そして、気がつけ

の登録には注意しよう。また、クーポンにより有効化方法が違うのでクーポンに

ばゲームバンドルブームは、静かに幕を閉じるのであった。

書かれた説明をよく読むように。

ダウンロードクーポンの有効化方法
「DmC Devil May Cry」クーポンの場合

そして 2013 年、グラフィックスボードに、ゲームの DVD などのメディアが
付属するのではなく最新ゲームの無料ダウンロードクーポンが付属するモデルが
発売となっている。無料ダウンロードクーポンに書かれているコードによりダウ
ンロードにてゲームを手に入れるのである。付属する無料ゲームは、グラフィッ

バンドルされているゲームにより有効化の方法は異なるので、製品に添付さ

クスボードのオマケということより、性能を堪能できる指標としての意味合いを

れているクーポンや記載されている URL にて確認してほしい。例として、
「DmC

持ち始めた。もちろん、ゲームを堪能するのもいいが、最新のゲームを滑らかで

Devil May Cry」のクーポンコードの有効化方法を解説する。

高精細な美しい映像を出力するグラフィックスボードの性能を確認するのに一役
かうことになる。性能、価格以外に、最新ゲームの無料ダウンロードクーポンモ

1.

製品に添付されている「DmC Devil May Cry」クーポンを用意する。

2.

クーポンに書かれているキャンペ
ーンサイト

デルにも注目しよう！

グラフィックスボードを買い換えるなら

URL（http://www.

amd.com/neversettlepromo/) に
グラフィックスボードの買い換えたいが、タイミングがわからないというので

アクセスする。
3.
4.

上部の「Select Language」で「日

あれば最新ゲームの無料ダウンロードクーポンが付いているモデルが出たときを

本語」を選択する。

狙うのも良いだろう。

フォームに必要事項を入力する。
無料ダウンロードクーポン付きグラフィックスボードは、
限定品である。もし、

プロモーションの項目は、
「Never
Settle Reloaded」を選択する。固

グラフィックスボードの買い換えを考えて SAPPHIRE

有 ID の項目にクーポンに記載され

の Radeon HD シリーズを検討しているなら、無料ダウンロードクーポン付き

グラフィックスボード

ているコードを入力する。メールアドレスは、あとで Steam 用コードが

モデルが売り切れる前に購入しよう。

送られてくるので確実に受信できるメールアドレスを入力する。
5.

入力が完了したら、下にある「GET YOUR Game KEY」をクリックする。

売り切れたら、次入荷する保証は無いと思え！

SAPPHIRE オリジナルファン

固有 ID
SAPPHIRE のオリジナルファン搭載モデルのひとつで、２個のファンできっ
ちり冷却、さらに静音設計である。ヒートパイプと大型ヒートシンクが特徴。
6.
7.

その後、入力したメールアドレス宛て
に Steam 用コードが送られてくる。

2 個の 90mm ファンが、90CFM 以上の風

Steam をインストールし、上部のメ

量を発揮。ファンは HJB ベアリング採用。

ニュー「ゲーム」より「Steam でアイ
テムを有効化する」を選択する。指示

80mm ヒートパイプ× 2、60mm ヒート

に従って、送られてきた Steam 用コー

パイプ× 3 を組み合わせたヒートシンクと、

ドを入力する。

銅製の GPU ベース

これで、ダウンロードが完了したらゲームが
出来るようになる。

メモリや MOS-FET の冷却、基板の保護を

注意事項としては、AMD のキャンペーンページで入力する
メールアドレスは、必ず受信できるメールアドレスを入力す
ること。

オールインワンで行うヒートスプレッダ

古いグラフィックスボードから
AMD Radeon HD 7000 シリーズに
買え換えを考えている

あ・な・た！
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堪能せよ！

CRYSYS3
無料ダウンロードクーポン付き
このステッカーが目印

HD7970 3G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D /
HDMI / DP Crysis 3 Edition
型番 ：
JAN コード ：
アスクコード ：

11197-11-43G
4537694168144
VD5007

● GPU：AMD Radeon™ HD 7970 ●製造プロセス：28nm ●ストリームプロセッ
サ：2048 ユニット●メモリ ：3072MB GDDR5 ●メモリインターフェイス：384 ビッ
ト●コアクロック：925MHz ●メモリクロック：5500MHz（データレート）
●対応スロット：PCI Express 3.0 x16 ●インターフェース：DL-DVI-I（1 基）
SL-DVI-D（1 基）
、HDMI（1 基）、DisplayPort（1 基）
●補助電源：8 ピン +6 ピン

HD 7970
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堪能せよ！

DmC Devil May Cry
無料ダウンロードクーポン付き
HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E
DmC Edition
型番 ：
JAN コード ：
アスクコード ：

SAHD787-2GD5DMC
4537694167215
VD4970

● GPU：AMD Radeon™ HD 7870 GHz Edition ●製造プロセス：28nm ●ス
トリームプロセッサ：1280 ユニット●メモリ ：2048MB GDDR5 ●メモリインター
フェイス：256 ビット●コアクロック：1000MHz ●メモリクロック：4800MHz
（データレート）●対応スロット：PCI Express 3.0 x16 ●インターフェース：
DL-DVI-I（1 基）
、HDMI（1 基）、DisplayPort（２基 Mini DisplayPort）
●補助電源：6 ピン× 2

HD7850 2G GDDR5 PCI-E DmC Edition
型番 ：
JAN コード ：
アスクコード ：

SAHD785-2GD5DMC
4537694167222
VD4971

● GPU：AMD Radeon™ HD 7850 ●製造プロセス：28nm ●ストリームプロセッ
サ：1024 ユニット●メモリ ：2048MB GDDR5 ●メモリインターフェイス：256
ビット●コアクロック：850MHz ●メモリクロック：4800MHz（データレート）
●対応スロット：PCI Express 3.0 x16 ●インターフェース：DL-DVI-I（2 基）、
HDMI（1 基）
、DisplayPort（1 基 ）●補助電源：6 ピン× 1

© CAPCOM CO., LTD. 2013 ALL RIGHTS RESERVED.

このステッカーが目印

長を
市
、
で
ジ
ン
レ
ル
ミド

堪能せよ！
SIMCITY

無料ダウンロードクーポン付き
都市
決定 開発
版が シミ
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HD7790 1G GDDR5 PCI-E SIMCITY VERSION
型番 ：
JAN コード ：
アスクコード ：

SAHD779-1GD5002
4537694169646
VD5033

● GPU：AMD Radeon™ HD 7790 ●製造プロセス：28nm ●ストリームプロセッ
サ：896 ユニット●メモリ ：1024MB GDDR5 ●メモリインターフェイス：128 ビッ
ト●コアクロック：1000MHz ●メモリクロック：6000MHz（データレート）
●対応スロット：PCI Express 3.0 x16 ●インターフェース：DL-DVI-I（1 基）
DL-DVI-D（1 基）、HDMI（1 基）、DisplayPort（1 基）●補助電源：6 ピン× 1

SIMCITY™

HD 7790

©2013 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Maxis, the Maxis logo, and SimCity are trademarks of Electronic Arts Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

AMD Radeon のロゴが
変わりました！

グラフィックスドライバは、どこでダウンロードするの？
グラフィックスドライバは、アスクのサイトにもあります。もし、ドライバ
のダウンロードがわからないならアスクのサイトがわかりやすいのでオスス
メである。トップページにリンクがあるぞ。

http://www.ask-corp.jp
無料ダウンロードクーポンについて
・無料ダウンロードクーポン付きモデルは、数量限定です。なくなり次第終了となります。
・無料ダウンロードクーポンは、所定の手続きなどが必要な場合があります。
・各クーポンコードに有効期限や利用制限があります。
・指定ソフトウェアを使用し、入手コードの入力することで製品版をダウンロードすることが可能です。
・提供される製品は専用ソフトウェアを利用したダウンロード版となります。使用するソフトウェアについては、コード送付の際に送られてくるメールの手順をご確認ください。
・無料ダウンロードクーポンの利用に際し、別途無料のアカウント登録、ならびにインターネット環境が必要です。通信料等はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承願います。
・事前の予告なく内容の変更、終了する場合がございます。その他注意事項に関しては、キャンペーンサイトならびにクーポンカードを御覧ください。
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発行元：株式会社アスク

問い合わせ先：株式会社アスク
http://www.ask-corp.jp

SAPPHIRE 最新情報は、Ｗｅｂで！
http://www.sapphiretech.jp

