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G-Tune、インディーズゲームを応援するイベント「裏・顔TV！ G-Tune × インディーズゲーム」を開催！
～ e-sports SQUARE AKIHABARA で注目のインディーズゲームを体験しよう！ ～

2014.09.24

マウスコンピューターTOP > G-Tune、インディーズゲームを応援するイベント…
Like 0 ツイート 0

※ 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、10月4日 (土) 12時より、インディ
ーズゲームを応援するイベント「裏・顔TV！ G-Tune × インディーズゲーム」を開催します。 

e-sports SQUARE AKIHABARA を会場とし、様々なインディーズゲームを体験できるイベントとなります。 

体験に関しては、単純なゲーム体験ではなく、スコアアタックなどで液晶ディスプレイをはじめとした景品を手に入れることが可能なアトラクション
形式を採用致しますので、初めてインディーズゲームに触れる方は勿論のこと、既に慣れ親しんだ方にも楽しんで頂けます。

また、同日同会場において、18時よりニコニコ生放送（公式）におけるインディーズゲームの紹介放送の実施も行います。放送のゲストには、人気ゲ
ーム実況配信「裏・顔TV！」の総師範KSK さん、ふり～だ さん、グラビアアイドルの倉持由香 さん、吉田早希 さんを招き、各ゲームタイトルの製
作者の方を交えて、ゲーム紹介は勿論、ゲーム開発の裏話を紹介します。

当日は、閉演の 21時までフリードリンクを設けさせて頂いております。人数制限は御座いませんので、お気軽にお立ち寄りください。

今後も G-Tune では、お客様の「できる・やりたい」を実現する環境を構築していきます。

【アトラクション型ゲーム体験】（12：00～18：00） 

「EF-12」：総師範KSKさん、ふり～ださんの両名に勝利した方にG-Tune

特製グッズをプレゼント（G-Tune Tシャツ/クリアファイル） 

「巫剣神威控」：50コンボを達成した方にG-Tune特製グッズをプレゼント
（G-Tune Tシャツ/クリアファイル） 

「アスタブリード」：当日、ハイスコアを記録した方1名に144Hz入力対応
ゲーミング液晶ディスプレイ「iiyama ProLite GB2488HSU」を1台プレゼ
ント

マジカルバトルアリーナNEXT・幻想郷空閃姫」：サバイバルモードで３
人以上撃破を達成した方にG-Tune特製グッズをプレゼント（G-Tune Tシ
ャツ/クリアファイル）
※景品は無くなり次第終了となります。

【Oculus Rift DK2体験】（12：00～21：00） 

今、話題のヘッドマウント型のVRディスプレイ「Oculus Rift DK2」を体験
できるコンテンツをご用意。高解像度3Dグラフィックスで描かれた仮想現
実の世界が表示され、まるでその世界にいるような感覚が引き起こされま
す。

◆体験コンテンツ
吉田早希さん のOculus Rift DK2膝枕 

The井戸 http://ouka.s108.coreserver.jp/html/will.html 

PLAYGIRLS G-Tune特別版 

さまーれっすん（仮） G-Tune特別版 

【公開ニコニコ生放送（公式）】（18：00～放送開始）  

※放送URLはGODSGARDENコミュニティページをご参照ください。 

http://com.nicovideo.jp/community/co339271

インディーズゲームを応援するイベント「裏・顔TV！ G-Tune × インディーズゲーム」概要

日時

2014年 10月 4日 (土) 12：00～21：00 

【アトラクション型ゲーム体験】（12：00～18：00） 

【Oculus Rift DK2体験】（12：00～21：00） 

【公開ニコニコ生放送（公式）】（18：00～放送開始）

入場料 無料 ※フリードリンク制

開催場所 e-sports SQUARE AKIHABARA   http://e-sports-square.com/stadium/#access

参加デベロッパー及びタイトル

ゲーム菩薩グループ 水没都市～シマダシステム～ http://shimadasystem.com

Quad Allows 「EF-12」 http://ef-12.com/

ZENITH BLUE 巫剣神威控 http://zenithblue0.blog.fc2.com/

えーでるわいす アスタブリード http://edelweiss.skr.jp/

領域ZERO マジカルバトルアリーナNEXT・幻想郷空閃姫 http://area-zero.net/

Oculus Rift DK2体験コンテンツ

吉田早希さん のOculus Rift DK2膝枕 

The井戸  http://ouka.s108.coreserver.jp/html/will.html 

PLAYGIRLS G-Tune特別版 

さまーれっすん（仮） G-Tune 特別版

ゲスト

GODSGARDEN 総師範KSK さん http://com.nicovideo.jp/community/co339271 

GODSGARDEN ふり～だ さん
グラビアアイドル 倉持由香 さん http://www.g-p-r.co.jp/p_girls_06.html 

グラビアアイドル 吉田早希 さん http://www.g-p-r.co.jp/p_girls_08.html 

主催 株式会社マウスコンピューター

内容

裏・顔TV！ G-Tune × インディーズゲーム イベントページ

G-Tuneホームページ

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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