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G-Tune、ブラウザゲーム少女とドラゴン-幻獣契約クリプトラクト-推奨パソコンを販売開始
～ G-Tune公式キャラクターTuneちゃんが独自特典キャラクターとして登場！ ～

2015.08.12

マウスコンピューターTOP > G-Tune、ブラウザゲーム少女とドラゴン-幻獣契…
Like 0 ツイート 0

LuvBook Bシリーズ

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、ブ
ラウザゲーム「少女とドラゴン-幻獣契約クリプトラクト-」推奨パソコンの販売を開始します。 

本製品には、G-Tune公式キャラクター「G-Tuneちゃん（じーちゅーんちゃん）」の内、Tuneちゃんをモチーフにした特典キャラクターが付属しま
す。

コストパフォーマンスに優れ、クアッドコアCPUを搭載した「LuvBook Bシリーズ」より、インテル® Celeron® プロセッサー N2940、4GB メモリ、
320GB ハードディスク（5400rpm）、14型 HD ノングレア液晶、Windows 8.1 update をプリインストールした「LB-B401BN-STD」が 4万 5,800円
（税別）となります。

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、SSD容量、HDD容量、マウスなど各種デバイスのカスタマイズ、ホビーにもゲ
ームにも最適な高解像度対応液晶ディスプレイの同時購入などが可能です。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。 

受注開始は 8月12日15時より G-Tune ホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune : Garage、電話通販窓口にて行います。

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

機種名 CPU グラフィックス メモリ ストレージ 液晶パネル OS 価格

LB-B401BN-STD
インテル®

Celeron® プロセッ
サー N2940

インテル® HD グラ
フィックス

DDR3L 4GB
PC3-12800

320GB
SerialATAII

HDD
5400rpm

14型HDノングレア
(1,366×768)

Windows 8.1 Update
64ビット

45,800円（税別）

G-Tuneホームページ

G-Tune「少女とドラゴン-幻獣契約クリプトラクト-」推奨パソコン販売ページ

少女とドラゴン-幻獣契約クリプトラクト公式ホームページ

G-Tune公式キャラクター「G-Tuneちゃん」が可愛らしいキャラクターに大変身！

星５（☆☆☆☆☆）のキングキューコンと同じ能力を持って生まれたTuneちゃんの顔を模したキューコンが４体GETできます。弱いけれど頑張って
レベルを上げて戦わせるもよし、本来の強化合成素材として消費するもよし、売ってゲーム内マネーに変えるもよしの万能ユニットです！！（素材に
したり、売却した場合、Tuneちゃんキューコンは消費されますのでご注意ください）

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。

「左：Gちゃん（じーちゃん） 右：Tuneちゃん（ちゅーんちゃん）」

【少女とドラゴン-幻獣契約クリプトラクト-】とは

ブラウザゲームの常識を超えた、ド派手なバトルを PC の大画面で楽しもう！

「少女とドラゴン-幻獣契約クリプトラクト-」は、ブラウザゲームながら全てをハイクオリティで作り上げた本格派ファンタジー RPG です。プレイ
ヤーは自分の領地を統治する領主となり、幻獣と契約することにより様々な力を発揮する民とともに各地で暴れまわる様々な幻獣を倒していきます。

緻密なデザインの登場キャラクターは 300人を超え、その戦闘シーンでは全てのキャラクターが躍動感溢れる動きとフルボイスで命を吹き込まれてい
ます。声優には釘宮理恵さん、沢城みゆきさん、悠木碧さん、斎藤千和さん、檜山修之さん、鳥海浩輔さん、荒浪和沙さんら 50人以上を起用し、ゲ
ームへの没入度は抜群！さらにモーニング娘。OGの矢口真里さん、アーティスト声優の Pileさん、LinQ の姫崎愛未さんなど、多彩なタレントも声優
参加してキャラクターの個性を際立たせています！

戦闘は簡単操作でオートバトルも実装されているのでスキマ時間に遊べる気軽さと、反面最初から50体のユニットを育てられるため遊びごたえ満点で
す。敵の超級幻獣もじっくり倒せば味方にできるので、育てるもよし、お気に入りのキャラクターと 幻獣進化させてさらなる強さを求めるもよし、
ユニット編成の自由度はピカイチ！ユニオンバトルで他のプレイヤーのユニットと戦うことも出来ます。

幻獣に脅かされる日々を覆すのは今！領主となって全ての幻獣を倒し尽くせ！！

© Bank of Inovation, Inc./Monobit Inc.

24時間365日無償電話サポート対応

標準で 365日 24時間の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、ご購入後も安心してご利用頂けます。 

（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

新製品の詳細スペック

製品型番 LB-B401BN-STD

OS Windows 8.1 Update 64ビット

CPU インテル® Celeron® プロセッサー N2940 
( 4 コア / 1.83GHz / インテル® バースト・テクノロジー時最大 2.25GHz / 2MB スマートキャッシュ )

グラフィックス インテル® HD グラフィックス

メモリ 4GB PC3-12800 DDR3L (4GBx1) ※メモリはPC3-10600動作となります。

ストレージ 320GB SerialATAII HDD 5400rpm

カードリーダー マルチカードリーダー

無線LAN IEEE802.11 b/g/n

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

液晶パネル 14 型 HD ノングレア (LED バックライト / 1,366×768)

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

Webカメラ 100万画素

その他

日本語キーボード (87キー) 、タッチパッド(スクロール機能付き)

■I/O ポート : ●USB 3.0 ポート×1 (左側面×1) ●USB 2.0 ポート×2 (左側面×1,右側面×1) ●D-sub ポート×1 (左側面) ●HDMI×1 (左側面) ●ヘッドフォン出力
(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力 (ミニジャック メス/右側面×1) ●LAN ポート×1 (100Base-TX/10BASE-T RJ-45/左側面) ●ステレオスピーカー

(内蔵) ●モノラルマイク (内蔵)

電源
内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V

（ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19 V DC 30W）

バッテリー駆動
時間

約 7.2 時間 (JEITA 測定法 2.0)

サイズ 約 340（幅) × 241 (奥行き) × 12～24.7 (高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)

重量 約 1.7kg

保証 1年間無償保証

価格(税別) 4万5,800円

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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