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『Logicool G CUP 2015』 G-Tune協賛記念 
Logicool G アンバサダー「StanSmith」のG-Tune : Garage1日店長企画開催！

2015.08.20

マウスコンピューターTOP > 『Logicool G CUP 2015』 G-Tune協賛記念 Logic…
Like 0 ツイート 0

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、e-Sports大会『Logicool G CUP

2015』へのG-Tuneブランドによる協賛を記念して、Logicool G ブランドアンバサダーStanSmith氏にG-Tune : Garage の1日店長に就任していただ
き、「League of Legends (以降 LoL) 初心者講習会」「1vs1マッチ」など様々なイベントを開催致します。

G-Tuneホームページ

StanSmith １日店長就任 League of Legends初心者講習会決定 ！

eyes氏 

「League of Legends」 

専属実況

実際に店舗に来られない遠方の方に、ニコニコ生放送の配信を行います。
生放送配信中に専用ルームにてオープンしプレイヤーを募集し、eyes氏をはじめとしたゲスト講師陣によるゲー
ムプレイへのアドバイスをご自宅からも受けられます。

LoL初心者講習会開催時間 

8/30 12:00～18:45 

ニコニコ生放送配信時間
8/30 13:15～18:15 

※運営の都合上、イベント開始時間および終了時間が変更となる場合もございます。予めご了承願います。
※オンラインでの講習参加には、参加賞は御座いません。

NEXTGEAR-MICRO im550BA13-SP-e-sports 

■OS : Windows® 7 Home Premium 64ビット 

■CPU : インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー 

(4コア/3.20GHz/TB時最大3.40GHz/6MB スマートキャッシュ) 

■グラフィックス : NVIDIA® GeForce® GTX™ 750（1GB） 

■メモリ : 8GB PC3-12800 (8GB×1) 

■SSD:120GB SSD 

■ハードディスク : 1TB SerialATAIII 7200rpm 

■チップセット : インテル® H81 Express 

■電源 : 500W 【80PLUS® SILVER】 

■保証期間 : 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート 

104,800円(税別)   ※光学ドライブ、カードリーダーは搭載しておりま
せん。
http://www.g-tune.jp/ws_model/e_sports/ ※アクリルサイドパネルイメージ

FPS・FIFA・インディーズゲームを中心に、様々なタイトルをプレイするe-Sportsプレイヤー、特にFPSを得意
とし、SPECIAL FORCE 2013年のアジア大会で優勝を収めた。 

2014年にはロジクール「ブランドアンバサダー」に就任。e-Sportsプレイヤーの枠を超え、ゲームの実況・解説
やイベントなどe-Sportsの普及に活躍している。

<<イベント内容>>

LoL初心者講習会 ～すべてはLeague of Legends Beginnerのために～

StanSmith店長がBeginnerを強くするために、「League of Legends」で「勝つ」「上達する」為のポイントをマンツーマンでアドバイスします。最
適な立ち回りとは、最適なチャンピオンとは、最適なルーン、マスタリーとは？  

また、ゲームのことだけではなく、最適なパソコン、設定、デバイスなどについても伝授致します。

ご参加は先着エントリー制となり、エントリー後、当日のゲームプレイに参加いただくとLogicool G限定Tシャツをプレゼントいたします。 

また、イベント期間中御来店されたすべての方に、G-Tune & Logicool Gのノベルティグッズをプレゼントいたします。

開催日：2015年8月30日（日） 

時間：11：00～18：45 

場所：G-Tune：Gargae秋葉原（〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7） 

参加条件：「League of Legends」ログインアカウントをお持ちで、Lv30～シルバー以下またはUNRANK（我こそは初級者という方）のプレイヤー 

特典：Logicool G限定Tシャツ1枚 

エントリー方法：専用エントリーページよりお申し込みください。
エントリーページURL：http://e-sports-square.com/stadium/?p=4861  

※エントリーが満席に達した場合、エントリーを〆切らせていただきますが、当日キャンセルが発生した場合はイベント会場にて追加公募を行う可能
性があります。

＜イベント参加賞 参考例＞

＜ノベルティ参考＞

※ノベルティグッズは予告無く変更する場合があります。また、在庫が無くなり次第終了となります。

強力なゲスト講師陣がStanSmith店長をサポート！

初心者から上級者までより多くの「League of Legends」プレイヤーへのアドバイスを行うため、強力なゲスト講師陣がStanSmith店長をサポートし
ます。

店頭に来られない遠方のプレイヤーも安心！

StanSmith店長との1vs1マッチ！

イベント当日にG-Tune : Garageにご来店いただいた方の中からじゃんけんで挑戦者を決定し、StanSmith店長と1vs1マッチ（ランダムチャンピオン
バトル）を行います。
ゲームに参加するとLogicool G限定Tシャツをプレゼント。

1vs1マッチ開催時間 

8/30 14:45～15:45 

8/30 17:15～18:15 

※運営の都合上、イベント開始時間および終了時間が変更となる場合もございます。予めご了承願います

豪華賞品が貰えるじゃんけん大会！

イベント当日に豪華賞品が貰えるじゃんけん大会を開催します。
開催時間はシークレットとなり、ゲリラ的に突然開催しますので、店内でイベントを楽しみながらチャンスをお待ちください。

画像はイメージです。

賞品は予告なく変更する可能性があります。また、Tシャツ・パーカーはサイズが選べない場合がございます。

Logicool G CUP 2015協賛記念の超特価モデルを発売！

Logicool G CUP 2015協賛を記念し、Logicool G×G-Tuneの特別モデルを販売します。 

もちろんキーボード・マウスはLogicool G製ゲーミングデバイスを採用。SSDも標準搭載されており、PCゲームはもちろん、普段使いにもサクサク
動く快適な高性能パソコンです。
また、カスタマイズでLogicool G CUP 2015のエンブレムを施したアクリルサイドパネルもオプションで選択可能予定！ 

※ Logicool G CUP 2015協賛記念モデルはご注文となり、当日のお持ち帰りはできません。

イベント当日に上記商品をお買い上げの方にSSDなど豪華賞品が当たるガチャ券をプレゼント

※画像はイメージです。

※賞品は予告なく変更する可能性があります。

＜Logicool G CUP 2015とは＞

株式会社ロジクール主催による、日本でのe-sports普及のため、1.プレイヤーの裾野拡大、2.コミュニティーの活性化、3.チーム結成の促進を目的とし
た、日本のe-sportsオーガナイザー4団体の参画によって各コミュニティーを集約する国内最大規模の「League of Legends」を使用したe-sports大会
となります。
大会に使用されるゲームタイトル「League of Legends」は、Riot Games社からリリースされている、世界の月間アクティブプレイヤー人口6700万
人、同時接続750万人、世界各地で大会が開催されている人気のゲームタイトルです。 

※League of LegendsおよびRiot Gamesは、Riot Games, Inc.の登録商標です。 

※当大会は株式会社ロジクール主催のものであり、 Riot Games社とは関係がございません。 

Logicool G CUP 2015 ポータルサイト 

http://www.logicoolgcup.jp/

＜Logicool G ブランドアンバサダーStanSmith氏＞

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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