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マウスコンピューター、2015年 6月 20日(土) G-Tune : Garage 移転＆フルリニューアルオープン！
～ 移転オープンセール、オープン記念イベントも実施します！ ～

2015.06.12

マウスコンピューターTOP > 2015年 6月 20日(土) G-Tune : Garage 移転＆フル…
Like 0 ツイート 0

G-Tune : Grage 内装イメージ 

※ 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 2015年 6月 20日 (土) に G-Tune :

Grage 秋葉原店 (以下、G-Tune : Garage ) を移転し、移転オープンイベントを開催致します。

新しい G-Tune : Garage は、1F をゲーミングパソコンの楽しさや未来を感じてもらうためのデモンストレーションコーナーに、2F を販売に特化した
フロアにフルリニューアル致します。
1F は、今話題の VR ヘッドマウントディスプレイや最新視線追跡技術 Tobii EyeX などの最新技術はもちろん、e-Sports を体験出来るコーナー、その
様子を動画配信するための機材をご用意しています。
2F はゲーミングパソコンを始め、ゲーミングモニタ・ゲーミングデバイスなどの最新機種を展示・販売するフロアとなっております。

これに伴い、現 G-Tune : Garage は 6月 14日に閉店となります。

G-Tune : Garage 秋葉原店 移転情報

オープン日：2015年 6月 20日 (土) 11時 00分 

（旧店舗は 2015年 6月 14日 (日) 19時 30分で閉店となります) 

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 3丁目 13番 7号 

(JR 秋葉原駅電気街口から徒歩 5分 中央通り沿いベルサール秋葉原近く) 

Tel：03-3526-6881 

FAX：03-3526-6880 

Emailアドレス：g-tune-garage@mouse-jp.co.jp 

営業時間：11時 00分 ～ 19時 30分 ※年中無休 (当社指定日を除く) 

店舗地図

【オープン日付】
2015年 6月 20日 (土) 11時 00分

G-Tune : Garage 秋葉原店 移転オープンイベント情報

プレオープンイベント開催日：2015年 6月 19日 (金) 15時 00分

 ※ 6月 12日 10時告知予定＜移転イベント情報ページ＞

G-Tune : Garage 秋葉原店 移転オープンセール情報

セール開催日：2015年 6月 20日 (土) 11時 00分 

セール内容
G-Tune : Garage オリジナルのお買い得な製品をご用意！ 

PC 購入者対象で豪華賞品が当たるガチャを行います。

 ※ 6月 17日 15時告知予定＜移転オープンセール情報ページ＞

今後のスケジュール

6/14 現 G-Tune : Garage 閉店

6/19 プレオープンイベント

15:00～ 裏・顔TV！店舗配信 

ふり～だ氏との格闘ゲーム対戦。
対戦参加で SSD や外付けハードディスクなど豪華商品が当たるガチャ抽選券をプレゼント 

勝利した方にはさらに一枚プレゼント

＜ご紹介＞
ふり～だ
格闘ゲームプレイヤー
数々の格闘ゲーム大会で優勝・入賞を果たし、ゲーム攻略記事も多数執筆。
格闘ゲームだけでなく、インディーズゲームをピックアップした配信を行っており、
これまでの総インディーズゲームプレイ本数は300を超える。 

・闘劇08 アルカナハート ベスト8 

・闘劇12 アルティメットマーブル vs カプコン3 ベスト4 

・公式全国大会 デモンブライド 優勝

15:00～ Oculus新コンテンツ体験イベント 

次世代コミュニケーションツール「ocunication」が体験出来ます。

「ocunication」は Twitter アイコンをアバターにして VR 空間でボイスチャットが出来る、新世代のコミュニケーションツールとなります。当日は G-

Tune : Garage 秋葉原店・マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップ・マウスコンピューター名古屋ダイレクトショップの 3拠点間でのデモン
ストレーションを行います。

6/20 グランドオープン

11:00～ 移転オープンセール開催 

G-Tune : Garage 限定のお買い得なセールモデルをご用意しております。 

期間中に PC をご購入いただいた方に SSD・ゲーミングデバイスなど豪華賞品が当たる抽選会を行います。 

また、NEXTGEAR モデルご購入の先着 50名様に、限定カラーフレーム（全5色）をプレゼントいたします。

13:00～ G-Tune : Garage 移転オープン記念 PSO2 体験イベント開催 

「ダガン殲滅任務：森林」を 5分以内にクリアを目指せ！ 

プレイしていただいた方に PSO2 オリジナルマウスパッドを進呈。（先着） 

さらに 5分以内にクリアした方には SSD や外付けハードディスクなど豪華商品が当たる抽選券をプレゼント

豪華商品が当たるスタンプラリー同時開催

11:00 ～ 18:00 「秋葉原ゲーミングパソコンスタンプラリー」

6/21 グランドオープン 2日目

G-Tune : Garage 移転オープン記念 LJL エキシビジョンマッチ開催 

LEAGUE OF LEGENDS JAPAN LEAGUE で活躍する有名 e-Sports プレイヤーとオンライン対戦！ 

ゲームに勝てば SSD や外付けハードディスクなど豪華商品が当たる抽選券をプレゼント

＜ご紹介＞
7th heaven（チーム名） 

Kazuhiro “7h Clockday” Suzuki 

ニコニコ生放送で配信してます。現在コミュ人数 17000人。誰でも楽しめる放送をモットーに配信していますので、よかったら見てください！！ 

ニコニココミュニティ ： http://com.nicovideo.jp/community/co1963368 

Twitter アカウント ： https://twitter.com/Clockday 

7th heaven ： http://www.7h-lol.com/ 

＜ご紹介＞
Tei 

1991年 7月 10日生まれ。 

Ozone Rampage にて Mid laner として活躍中。 

LJL 2015 Season 1 では PENTAKILL を達成。 

その Play が日本人として初めて、
Riot Games 公式の「 The PENTA ep.5 」に選出された。 

その他、現在進行中の企画もございます。情報は随時更新致します。

移転後の G-Tune : Garage 店舗イメージ

＜「未来」「ガレージ」を組み合わせた店作り＞

内装のコンセプトは「男の子らしさ」

倉庫（＝Garage）。男の子なら持つ、倉庫というワクワク感をブロック壁や鉄骨・木材を使用し演出しています。 

その倉庫の中で、最新のパソコンを使い最新の技術を体験してもらう。未来を感じていただくためのスペースを提供したいと思い作りました。

＜1F：ゲーミングパソコンの楽しさや未来を伝える＞

1F には、ゲーミングパソコンの楽しさを感じてもらうために、自由にパソコンに触れてゲームをプレイすることのできるスペースを用意。 

アクションゲームなどはもちろん、ハンドルやフットペダルを用いたドライブゲームコーナーや、フライトスティックを用いた、フライトゲームコー
ナー、話題のインディーズゲームを体験可能なフリープレイコーナーをご用意しています。
また、店舗のレイアウトの自由度を高め、イベント時には最大で5台のパソコンを用いた生放送連動も可能な作りとなっています。 

配信されるゲーム画面は、壁面に埋め込まれた大型の液晶モニタに連動し、生放送だけでなく、店舗に足を運んでいただいた皆様にも楽しんでいただ
ける環境となります。

また、ゲーミングパソコンの未来を感じていただく要素として、従来より G-Tune で注力している VR コンテンツとして、Oculus Rift DK2 を 2台常設
し、VR コンテンツデベロッパーの皆様と協力し、最新のコンテンツを随時拡大していきます。VR コンテンツは Oculus Rift DK2 だけでなく、モバイ
ル向けの VR 端末である Gear VR も常設しています。 

さらに、VR コンテンツだけでなく、視線でゲームを操作する、Eye トラッキングシステムの「Tobii EyeX」も常設。従来のマウスやキーボードによ
る操作とは異なる、新感覚のゲーム体験をすることができます。

＜2F：最新のゲーミングパソコン・ゲーミングデバイスを品揃え＞

真ん中にあるセンターテーブルは天井から吊下げ、浮遊感を出して宇宙船をイメージ。

G-Tune のゲーミングパソコンをデスクトップ PC・ノート PC 共にエントリーからハイエンドまで幅広くラインナップ。 

最新のゲーミングデバイスやゲーミングモニタも各種ご用意しており、実機で試しながら商品をご購入いただけるスペースとなります。
また、専門スタッフがお客様のお好み・ご予算に合わせ CPU・VGA などをカスタマイズしての販売も行っております。パソコンゲーム初心者の方で
もお気軽にご相談ください。

店舗情報ページ

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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