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G-Tune、公式キャラクター「Tuneちゃん」のMMDモデリングデータの無償配布を開始！
～ MMD モデルを制作した 3D モデラー「銀獅」氏の推奨パソコンも同時発売！ ～
2014.04.24

Tuneちゃん MMDデータイメージ

NEXTGEAR-MICRO im550SA6-MD
※ 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) 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、GTune の公式キャラクター「G-Tuneちゃん（じーちゅーんちゃん）」のうち、強気でゲーム好きな女の子「Tuneちゃん」の MMD（ミクミクダンス）
向けモデルデータの無償配布を行います。
当データは、多数の MMD 向けモデルデータを制作されている 3D モデラー「銀獅」氏により制作されています。
また、当データを制作するにあたり、銀獅氏には G-Tune のパソコンを実際に使用して頂き、モデルデータの制作や、MMD におけるキャラクター描
画をストレスなく快適に実施することができることを確認して頂いています。そのパソコンと同一仕様のパソコンを、「これから MMD に触れてみた
い、MMD 向けの 3D モデリングデータを制作したいが、どのようなパソコンを購入すればよいのかが分からない」というパソコン初心者向けに、
「銀獅推奨スペックパソコン」として販売を行います。
「Tuneちゃん」の MMD 向けモデルデータは、容量を抑えた自由度の高い通常版と、クオリティを重視したハイポリゴン版の 2 種類のモデルデータ
を同梱して配布します。また、当データは使用制限を限りなく低くし、公開する作品内や作品概要において「「Tuneちゃん」の MMD 向けモデルデ
ータ配布先への導線を設けること」「作品の動画公開時に「G-Tune」「Tuneちゃん」のタグ入力、タグロックをかけること」を要件とし、商用・非
商用利用、改造・改変の制限無く（※）使用することができます。また、当データの使用における報告の義務もありません。
※反社会的な行為や目的、名誉と品位を傷つける行為などへの制限はございます。詳しくは配布データの禁止事項をご確認ください。
「これから MMD に触れてみたい、MMD 向けの 3D モデリングデータを制作したいが、どのようなパソコンを購入すればよいのかが分からない」と
いうパソコン初心者の方向けの製品「銀獅推奨スペックパソコン」として、インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー、デュアルチャネル 16GB メモ
リ（DDR3-SDRAM PC3-12800）、256GB SSD、2TB ハードディスク（7200rpm）、NVIDIA® GeForce® GTX760、DVD スーパーマルチドライブ、
80PLUS GOLD 認証取得 700W 電源、Windows 8.1 をプリインストールした「NEXTGEAR-MICRO im550SA6-MD」を 13万 9,800円（税別）にて販
売開始します。
今回発表する製品は、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。
MMD 向けモデルデータの配布及び、パソコンの販売開始は 4月 24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。

新製品の主なスペック

製品名

プロセッサー

グラフィックス

メモリ

ストレージ

チップセット

光学ドライブ

OS

価格

NEXTGEARMICRO
im550SA6-MD

インテル® Core™ i74770 プロセッサー

NVIDIA® GeForce®
GTX760 (2GB)

16GB

256GB SSD ＋ 1TB
ハードディスク

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

13万9,800円
（税別）

G-Tune ホームページ
「Tuneちゃん」MMD 向けモデルデータ配布ページ
NEXTGEAR-MICRO im550SA6-MD 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。

G-Tuneちゃん公式WEB

「左：Gちゃん（じーちゃん） 右：Tuneちゃん（ちゅーんちゃん）」

「Tuneちゃん」MMD向けモデルデータについて
多数の MMD 向けモデルデータを制作されている 3D モデラー「銀獅」氏による制作
多数の MMD 向けモデルデータを制作し、透明感のある特徴的なモデルデータで人気の 3D モデラー「銀獅」氏によって制作されています。
3D モデラー紹介
名前：銀獅
透明感や、キラキラとした光沢感のある表現が特徴的なモデリングが人気の 3D モデラー。
人物像だけでなく、動物やモンスターなどの様々な種類のモデリングを幅広く手掛ける。
銀獅モデル配布 URL：http://www49.atwiki.jp/ginjishi_catalog/

通常版とハイポリゴン版の 2 種類のデータを同梱
容量を抑えた自由度の高い通常版と、クオリティを重視したハイポリゴン版の 2 種類のデータを同梱しています。ハイポリゴン版は、通常版に比べて
モデルデータを構築するワイヤー数が多く設計されています。

「ワイヤー数比較

左：ハイポリゴン版

/ 右：通常」

豊かな表情表現が可能
標準で、様々な表情を表現可能な「表情モーフ」が設定されています。幅広い「表情モーフ」により、漫画のような表現を行うこともできます。

「表情モーフイメージ」

シルエットが特殊な髪パーツ
「Tuneちゃん」の個性的な髪形を忠実に再現。銀獅氏の特徴的なモデリングにより、前髪が漫画・アニメ表現のように透過処理されています。ま
た、物理演算が複数の髪パーツに埋め込まれているため、モデルデータを動かした際に、「Tuneちゃん」のロングヘアーを活かした躍動感のある映
像表現が可能です。

「髪の毛のラフ図」

「髪の毛の透過処理」

商用・非商用利用、改造・改変の制限無し！
公開する作品内や作品概要において「「Tuneちゃん」の MMD 向けモデルデータ配布先への導線を設けること」「作品の動画公開時に「G-Tune」
「Tuneちゃん」のタグ入力、タグロックをかけること」を要件とし、商用・非商用利用、改造・改変の制限無く（※）使用することができます。当
データの使用における報告の義務もありません。
※ 反社会的な行為や目的、名誉と品位を傷つける行為などへの制限はございます。詳しくは配布データの禁止事項をご確認ください。
＜公開する作品概要での導線設置及び紹介記載例＞
本動画に使用しているモデルデータは G-Tune のキャラクター「Tuneちゃん」を使用しています。
配布先：http://www.g-tune.jp/campaign/10th/mmd/
また、改造・改変を行うことが可能な上級者の方々向けに、通常では使用できないおまけ要素がモデリングデータに仕込まれています。是非ご自身の
目で確かめてください！

「公式では採用されなかったデータが・・・！？」

銀獅推奨パソコンについて
「Tuneちゃん」MMD 向けモデリングデータ制作に実際に使用したパソコンと同一仕様
モデリングデータを制作するにあたり、銀獅氏には G-Tune のパソコンを実際に使用して頂き、モデルデータの制作や、MMD におけるキャラクター
描画をストレスなく快適に実施することができることを確認して頂いています。そのパソコンと同一仕様のパソコンを、「これから MMD に触れてみ
たい、MMD 向けの 3D モデリングデータを制作したいが、どのようなパソコンを購入すればよいのかが分からない」というパソコン初心者向けに、
「銀獅推奨スペックパソコン」として販売を行います。

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。)

新製品詳細

製品型番

NEXTGEAR-MICRO im550SA6-MD

OS

Windows 8.1 64ビット

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)

メモリ

デュアルチャネル 16GB PC3-12800 DDR3 (8GB×2) /最大16GB (8GB×2)

ストレージ

256GB SSD ＋ 2TB SerialATAIII 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

DVD スーパーマルチドライブ

カードスロット

マルチカードリーダー

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×1※）

拡張ストレージベイ

5インチベイ×1（空き×0）、3.5インチオープンベイ×1（空き×0）、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×0）
付属ハードウェア：G-Tune オリジナル光学式マウス（USB、6 ボタン、1000/1600dpi）、G-Tune オリジナルキーボード(PS/2、最大 11 キーロー
ルオーバー対応)

その他

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) ●DisplayPort ポート×1 (背面×1) ●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

700W電源(80PLUS® GOLD)

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

13万9,800円（税別）

※ グラフィックスボードによりスロットが占有されます。

※ 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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