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G-Tune、公式マスコットキャラクター「G-Tuneちゃん」のオリジナルボイス投票企画を開始！！ 
あなたの好きなTuneちゃんは何系？

～ 投票に参加頂いた方の中から抽選で高性能ゲームパソコンをプレゼント！！ ～

2014.02.10

マウスコンピューターTOP > 公式マスコットキャラクター「G-Tuneちゃん」の…
Like 0 ツイート 0

Tuneちゃん：中二病系 Tuneちゃん：世話焼き系

Tuneちゃん：あまえんぼ系 Tuneちゃん：クール系

※ 画像はイメージです。

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、ゲームパソコンブランド「G-Tune」
の公式マスコットキャラクター「G-Tuneちゃん（じーちゅーんちゃん）」のオリジナルボイス投票企画を開始します。 

投票頂いた方の中から、抽選で高性能なゲームパソコンをプレゼントいたします。
投票期間は 2月 10日 15時～ 2月 26日 15時までとなります。

オリジナルボイス投票企画とは？

G-Tune 誕生 10周年を記念して、壁紙やスクリーンセーバー、システム音声を「G-Tuneちゃん」仕様にカスタマイズした OS テーマを収録した製品
を準備中です。この OS テーマにはシステム音声として、「Gちゃん（じーちゃん）」、「Tuneちゃん（ちゅーんちゃん）」のそれぞれ 2 種類（合計
4 種類）の音声を収録します。 

今回は、4 タイプの「Tuneちゃん」の中から好きなタイプを選んで投票して頂きます。投票の結果、1 位となったタイプのシステム音声を製品に収録
します。

収録音声は 4 種類！投票対象は「？？？系 Tuneちゃん」

※「G-Tuneちゃん」とは 

パソコン・パーツマニアで新製品に目が無い「Gちゃん」と、ゲームが大好きでジャンルを問わず色々なゲームをプレイする「Tuneちゃん」の 2 人に
よる、G-Tune の公式マスコットキャラクターとなります。

G-Tuneちゃん公式 WEB

投票の仕方とプレゼント

投票は G-Tune 公式サイトと、マウスコンピューター公式 Facebook ページから行えます。それぞれ投票は一人一回となり、複数回答はできません。
G-Tune 公式サイトから投票頂いた方には、大人気のゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR-MICRO im550SA3-TV」を、Facebook から投票
頂いた方には大人気のゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i200BA2」を抽選で 1 名様にプレゼントいたします。

G-Tune 公式投票ページ

マウスコンピューター公式 Facebook 投票ページ

担当声優・キャラクター紹介

中二病系 Tuneちゃん 

闇の力に目覚め、何かから解き放たれたセリフが特徴の Tuneちゃん。

参考収録音声
ゴミ箱を空にする「全ての記憶を・・・この世界から抹消してくれる
ッ！」

あまえんぼ系 Tuneちゃん 

いつもは強気なTuneちゃんだけど、頼れる人の前ではあまえんぼにな
っちゃう。

参考収録音声
ログオフ「眠くなってきちゃった・・・お昼寝しよっ」

世話焼き系 Tuneちゃん 

まるで隣の家の幼馴染のように面倒見の良い Tuneちゃん。

参考収録音声
システムエラー「もう、わたしがいないとダメなんだから。」

クール系 Tuneちゃん 

あなたにはあまり興味がないみたい。

参考収録音声
デバイスの接続失敗「ダメ、ね。失敗したわ。」

あなたの好きなTuneちゃんは何系？

4 タイプの「Tuneちゃん」の中から選べるのはひとつだけ！ 

「中二病系」「あまえんぼ系」「世話焼き系」「クール系」の 4 タイプからひとつを選んで投票してください！

G-Tune 公式ページから投票 

＜NEXTGEAR-MICRO im550SA3-TV＞

マウスコンピューター公式 Facebook ページからの投票 

＜NEXTGEAR-NOTE i200BA2＞

プレゼント製品概要

製品名 プロセッサー グラフィックス メモリ
ハード
ディス
ク

チップセット 光学ドライブ OS 価格

NEXTGEAR-
MICRO

im550SA3-TV

インテル® Core™ i5-
4440 プロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX760 (ビデオメモリ

1GB)
8GB 1TB

インテル® H81
Express チップセッ

ト

DVDスーパーマ
ルチドライブ

Windows 8.1
64 ビット

9万9,750円 
（税込）

製品名 プロセッサー グラフィックス メモリ
ハード
ディス
ク

チップセット
液晶ディス
プレイ

OS 価格

NEXTGEAR-
NOTE

i200BA2

インテル® Core™ i7-
4750HQ プロセッサ

ー

インテル® Iris Pro グラフィックス
5200 (4GB 以上搭載時 最大

1792MB)
8GB 500GB

インテル® HM87
Express チップセッ

ト

14 型フル
HD ノング
レア

Windows
8.1 64 ビッ

ト

10万9,830円 
（税込）

NEXTGEAR-MICRO im550SA3-TV 販売ページ

NEXTGEAR-NOTE i200BA2 販売ページ

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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