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G-Tune、公式マスコットキャラクター「G-Tuneちゃん」のシステムボイスやデスクトップマスコットを収録した 
オリジナルデザインテーマのカスタマイズを開始！
～ カスタマイズ開始を記念し、50台限定生産の特別モデルも販売開始！ ～

2014.04.21

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

NEXTGEAR-MICRO im550SA6-GT 50台限定モデル購入者限定配布側面パネルデザイン

※ 画像はイメージです。

G-Tuneちゃんシステムボイスキャラクターイメージ

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) は、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」より、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）」のシステムボイスやデスクトップマスコットなどの多数のデータを盛
り込んだオリジナルデザインテーマのカスタマイズ販売を開始します。
また、今回のカスタマイズ販売開始を記念し、50台限定生産となる特別モデルを販売します。

G-Tuneちゃんのオリジナルデザインテーマは、Windows のシステム音を G-Tuneちゃんの音声に変更するシステムボイス、アラームや RSS 機能を設
けたオリジナルデスクトップマスコットアプリケーション、描き下ろしを含めた多数の壁紙、スクリーンセーバー、ゴミ箱やマイコンピューターなど
のオリジナルデザインアイコンを収録しています。
G-Tune の全ての製品のカスタマイズご注文時に、3,000円（税別）にて追加可能です。 

例
Windows 8.1 64ビット （標準 ＋0円） 

Windows 8.1 64ビット G-Tuneちゃんオリジナルデザインテーマ （＋3,000円） 

Windows 8.1 Pro 64ビット （＋7,000円） 

Windows 8.1 Pro 64ビット G-Tuneちゃんオリジナルデザインテーマ （＋10,000円） 

また、カスタマイズ販売開始を記念した特別モデルとして、インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー、8GB メモリ（DDR3-SDRAM PC3-12800）、
1TB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX760、80PLUS SILVER 認証取得500W電源、G-Tuneちゃんオリジナルデザインテーマを
適用した Windows 8.1 をプリインストール、パソコンのサイドパネルをアクリルパネルとし G-Tuneちゃんのデザインを施した「NEXTGEAR-MICRO

im550SA6-GT」を 11万 9,800円（税別）にて、50台限定販売を行います。 

本製品ご購入者様には、着せ替え用パネルとして、本製品のために描き下ろしたデザインを施したサイドパネルをプレゼントします。
着せ替え用パネルの発送は 6月下旬を予定しております。

今回発表する新製品は、BTO / カスタムオーダーメイドに対応しており、CPU や SSD 容量、ハードディスク容量、グラフィックス、マウスなど各種
デバイスのカスタマイズなどが可能です。また、安心のサポートとして 1 年間の無償センドバック修理サポートと、24 時間の電話相談サポートが標
準で付属します。さらに充実の 3 年間保証サービスもお求めやすい価格で選択頂くことも可能です。

販売受付の開始は 4月 21日 15時より、G-Tune ホームページにて行います。

今後も G-Tune では、常に最新・最高のパフォーマンスを発揮する製品を投入し、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けま
す。
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NEXTGEAR-MICRO im550SA6-GT 販売ページ

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」の二人に
よる、G-Tune の公式マスコットキャラクターとなります。パソコン初心者の方向けの製品紹介漫画や、ゲーム推奨パソコンのコラボレーションアイ
テム実装など、精力的に活動しています。

「左：Gちゃん（じーちゃん） 右：Tuneちゃん（ちゅーんちゃん）」

G-Tuneちゃんのオリジナルデザインテーマ収録内容

Windows のシステム音をG-Tuneちゃんの音声に変更するシステムボイス

Gちゃん役として、声優の小山剛志さん、Tuneちゃん役として、声優の南條愛乃さんを起用し、Windows のシステム音声を各キャラクターの音声に
変更可能なシステムボイスを収録しました。
通常の Gちゃん、若返ったGちゃん、通常の Tuneちゃんに加え、2014年 2月 10日に開催したオリジナルボイス投票企画（http://www.g-

tune.jp/campaign/10th/voice/）において一位に輝いた世話焼き系 Tuneちゃん、一位との僅差で二位となったクール系 Tuneちゃん、音声収録時に最も
キャラクターが輝いた中二病系 Tuneちゃんの合計 6種類のキャラクター音声を収録しています。

「G-Tuneちゃんシステムボイスキャラクターイメージ」

デスクトップマスコットアプリケーション

Gちゃん、Tuneちゃんがデスクトップに常駐し、挨拶をしてくれたり、ひとりごとを言ったり、誕生日を祝ってくれるなど、デスクトップを賑やかに
彩るオリジナルのデスクトップマスコットアプリケーションを収録。挨拶や、ひとりごとなどはフルボイスで収録しています。
また、アラーム機能と RSS 機能も有しています。

「デスクトップマスコットアプリケーションイメージ」

描き下ろしを含めた多数の壁紙

ポップな絵柄や、水彩画風の絵柄など、描き下ろしを含めた壁紙を 30種類も収録しています。

「描き下ろしを含めた多数の壁紙」

スクリーンセーバー

オリジナルのスクリーンセーバーを 3 点収録しています。

「スクリーンセーバーイメージ」

アイコン

G-Tuneちゃんたちが案内するオリジナルアイコンを4種類適用しています。 

適用内容：マイコンピューター、ゴミ箱、マイフォルダ、マイネットワーク

「アイコンイメージ」

50台限定モデル特徴

G-Tuneちゃんのオリジナルデザインテーマを標準で適用。更にサイドパネルも G-Tuneちゃん仕様に！

標準で G-Tuneちゃんのオリジナルデザインテーマを適用します。 

更に、サイドパネルには「G-Tuneちゃん」をアクリルパネルに大胆にあしらったピクチャーパネルを採用。 

レーザー刻印によって、非常に繊細な線までを克明に表現し、且つ高い耐久性を確保しています。

「サイドパネルイメージ」

描き下ろし着せ替え用サイドパネルをご購入者にプレゼント！

50台限定モデルのご購入者様へと、着せ替え用のサイドパネルをプレゼントいたします。 

標準の G-Tuneちゃんデザインのサイドパネルとは異なり、新たに描き下ろしたデザインを採用したアクリルパネルになります。 

このサイドパネルも、レーザー刻印によって、非常に繊細な線までを克明に表現し、且つ高い耐久性を確保しています。
着せ替え用のサイドパネルの発送は 6月下旬を予定しております。

「50台限定モデル購入者限定配布側面パネルデザイン」

24 時間 365 日無償電話サポートで安心をフルサポート

ご購入から 1 年の間、無償修理保証と 24 時間の無償電話サポートサービスをお付けしています。ご購入後もお客様のゲーミングライフ、パソコンの
ある生活を G-Tune は万全な体制でバックアップします。 

(年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。)

G-Tuneちゃん公式WEB

新製品詳細

製品型番 NEXTGEAR-MICRO im550SA6-GT

OS Windows 8.1 64ビット G-Tuneちゃんオリジナルデザインテーマ適用

プロセッサー インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー(4 コア / 3.40GHz / TB 時最大 3.90GHz / 8MB キャッシュ / HT 対応)

グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX 760 (ビデオメモリ 2GB)

メインメモリ 8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1) /最大16GB (8GB×2)

ハードディスク 1TB シリアルATA II ハードディスク(7200rpm)

チップセット インテル® H81 Express チップセット

光学ドライブ -

カードスロット -

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

拡張スロット PCI Express×16 スロット×1 (空き×0)、PCI Express×1 スロット×2 (空き×2)

拡張ストレージベイ 5インチベイ×1（空き×1）、3.5インチオープンベイ×1（空き×1）、3.5インチシャドウベイ×3（空き×2）、2.5インチシャドウベイ×1（空き×1）

その他

付属ハードウェア：USB 光学式スクロールマウス、PS/2 日本語キーボード、G-Tuneちゃんデザインアクリルサイドパネル

I/Oポート：PS/2 マウス/キーボードコンボ ポート×1 (背面×1) ●USB 2.0 ポート×4 (背面×2、前面×2) ●USB 3.0 ポート×2 (背面×1 前面×1) ●DVI ポ
ート×2 (背面×2) ●サウンド マイク/ヘッドフォン×1 (前面×1) ラインイン/ラインアウト/マイクイン×1 (背面×1) ●LAN ポート×1 10/100/1000Mbps

ギガビットLAN (背面×1)

電源 500W電源(80PLUS® SILVER)

本体寸法 196 (幅)×430 (奥行き)×417 (高さ) mm

保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート

価格 11万9,800円（税別）

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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