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G-Tune、「World of Tanks」PCメーカー対抗トーナメント参戦に向け「Team G-Tune」結成！
～ ゲーム配信のパイオニア 総師範KSKさんや、グラドル自画撮り部部長 倉持由香さんをゲストに勝利目指す！ ～
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マウスコンピューターTOP > G-Tune、「World of Tanks」PCメーカー対抗トー…
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Team G-Tune結成

総師範KSKさん 

GODSGARDEN 発起人であり、累計来場者数が約4,000万人にも及ぶ大人気配信番組「顔TV！」「裏・顔
TV！」の主催でもあるニコニコ生放送の人気生放送主。現在の生放送の人気が高まる以前より、ゲーム動画配信
やゲーム大会運営を通じて、格闘ゲームの普及・振興活動を行っている、ゲーム配信のパイオニア的存在。
World of Tanksプレイ暦：約2年 

G-TuneのWEB動画CMにも出演。 

WEB動画CM URL：http://www.g-tune.jp/content/forallgamers/

※GODSGARDENとは 

格闘ゲームの魅力をはじめ、すべてのゲームをより多くの人に知ってもらい、共に楽しむことを目標としたゲー
ムイベントコミュニティ。格闘ゲームを主としたコミュニティで有りながらゲームを越えた人々から注目されて
おり、総師範 KSK さんを中心にネット全体を代表するスター軍団に育っています。

ふり～だ さん 

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「裏・顔TV！」を通じて実施しており、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。 

World of Tanksプレイ暦：未経験 

G-TuneのWEB動画CMにも出演。 

WEB動画CM URL：http://www.g-tune.jp/content/forallgamers/

倉持由香 さん 

自身のTwitterで尻画像を載せ続ける「尻職人」として話題となる。 

「グラドル自画撮り部」の発足人であり、グラビアアイドルとして雑誌やテレビで活躍中。
Twitterのフォロワーは13万4000人を超える。 

大のゲーム好きを公言し、普段からゲーミングパソコンである「G-Tune」を愛用。 

World of Tanksプレイ暦：約2年 

G-TuneのWEB動画CMにも出演。 

WEB動画CM URL： 

http://www.g-tune.jp/content/interview/pc-guradoru/kuramochi_yuka.html

G-Tune ＠ 杉澤 

G-Tuneのプロダクト＆マーケティングチーム室長。 

ゲーム暦28年。 

主にRPGや手ごわいシミュレーションゲームを好む。 

World of Tanksプレイ暦：未経験

G-Tune ＠ 安田 

G-Tuneのプロダクト＆マーケティング担当。 

ゲーム暦27年。 

主に歴史シミュレーションゲームを好む。
World of Tanksプレイ暦：未経験

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、ウォーゲーミングジャパン株式会社（代表取締役社長：川島 康
弘、本社：東京都）が東京ゲームショウ2015内で開催するオンラインタンクバトル「World of Tanks」の「PCメーカー対抗トーナメント」への参戦
を決定。これに伴い、マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」にて、特別ゲストを招いた「Team G-Tune」を結成し、トーナメント
当日の参戦はもちろん、当日に向けたチームプレイの練習を、ニコニコ生放送を通じて配信いたします。

「Team G-Tune」の特別ゲストには、G-Tuneとの縁の深い方々として、累計来場者数が約4,000万人にも及ぶ大人気配信番組「顔TV！」「裏・顔
TV！」の主催であり、ゲーム配信のパイオニア的存在の総師範 KSKさん、同番組におけるインディーズゲーム配信で人気を博しているふり～ださ
ん、グラドル自画撮り部の部長を務め、尻職人としても話題を集めるグラビアアイドルの倉持由香さんの3名をお招きし、本イベントを盛り上げて頂
きます。

＜PCメーカー対抗トーナメント概要＞ 

開催日：2015年9月20日（日） 

開催時間：13：00開始 

会場：幕張メッセ
ブース：東京ゲームショウ2015 WARGAMING JAPANブース ホール7-S01 

※幕張メッセまでのアクセスは以下を御参照ください。
http://www.m-messe.co.jp/

＜ルール概要＞
勝利条件：1勝先取制（敵チームの全滅 または 陣地の奪取） 

試合時間：10分（時間切れの場合は残存車輌数の多いチームの勝利） 

使用車輌：Tier 8車輌（参加メーカーの希望によりTier 8以下の車輌も選択可能） 

車輌編成：軽戦車、中戦車、重戦車、駆逐戦車、自走砲がそれぞれ1輌ずついること 

使用マップ：トーナメント当日決定
参加人数：5名1チーム（2名以上：社員など会社内関係者、3名以下：社外関係者（広告やイベントなどで関係のある方）

＜G-Tuneの公約＞ 

PCメーカー対抗トーナメントにおいて、「Team G-Tune」が優勝した場合には「World of Tanks」推奨パソコンを期間限定で3,000円OFF！ 

更に、イベント終了後何故か倉持由香さんの衣装にハサミ入刀の儀式を実施！※
入刀回数はG-Tuneが勝利する回数に応じて、増加します！ 

入刀後、当社カメラマンによるスペシャル撮影を行い、撮影したデータは後日、特設サイトで公開します！
紳士淑女の皆様、G-Tuneの勝利を是非応援してください！ 

特設サイトURL：http://www.g-tune.jp/campaign/tgs/2015wot_event/ 

※WARGAMING JAPANブースとは異なる場所で実施します。

＜ニコニコ生放送＞
無謀にも「World of Tanks」未経験者多数の状態でPCメーカー対抗トーナメントにエントリーした「Team G-Tune」。 

「World of Tanks」公式生放送にも出演している総師範KSK氏の指導のもと、緊急特別訓練を開始。 

その模様をニコニコ生放送にて配信します。
配信場所はG-Tuneがスポンサードしている「G-Tune顔巣秋葉原」にて実施。 

はたして「Team G-Tune」はPCメーカー対抗トーナメントで優勝を掴み取ることができるのか！？

第一回放送：2015年9月7日（月） 19：30～ 

配信URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv233407512

第二回放送：2015年9月14日（月） 19：30～ 

配信URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv233438327

※G-Tune顔巣秋葉原とは 

ゲームコミュニティ「GODSGARDEN」が運営し、累計来場者数が約 4,000万人にも及ぶ人気ゲーム配信番組「顔TV！」、「裏・顔TV！」のゲーム
配信拠点となるゲーミングハウスであり、同コミュニティに参加するゲームプレイヤーが集う「巣」として、「顔巣」と呼称されています。この「顔
巣」をG-Tuneがスポンサードし、従来所在した神奈川県から、ゲームプレイヤーが多く集う都内、秋葉原周辺に拠点を移し、より多くのゲーム配
信、ゲーム練習を行いやすい環境を構築。名称も「G-Tune顔巣 秋葉原」として運営しています。

Team G-Tuneメンバー紹介

G-Tune ホームページ

「Team G-Tune」結成特設ページ

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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