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マウス、大阪に 2店舗目となる G-Tune : Garage 大阪店 を 12月 8日(金) にオープン！
なんば駅から徒歩 3分のゲームパソコン専門店
10万円オフのタイムセールや、2店舗を巡るスタンプラリーを開催
2017.12.04

「G-Tune : Garage 大阪店」 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、大阪府大阪市にゲームパソコン専門店
の G-Tune : Garage 大阪店 を 2017年 12月 8日 (金)よりオープン致します。
G-Tune : Garage 大阪店 は、なんば駅から徒歩 3分の好立地にあり、マウスコンピューターのゲームパソコンブランド「G-Tune」の現行シリーズを
すべて展示、実機をご確認いただきながら製品をお選びいただけます。
店頭には、スタッフオススメのカスタマイズを加えた店舗オリジナルモデルを多数ご用意し、即日お持ち帰りが可能。豊富な専門知識を備えたスタッ
フがお客様の用途やご予算に合わせてカスタマイズをサポート致しますので、パソコンゲーム初心者の方でもカスタマイズパソコンをお気軽にお買い
求めいただけます。
また、ゲーマー向けディスプレイ「G-MASTER シリーズ」をはじめとする iiyama 液晶ディスプレイ、長時間のプレイを快適にするゲーミングチェ
ア、正確な操作に不可欠な各種ゲーミングデバイスなども取り揃え、これからパソコンでゲームを始められる方にもトータルでご提案のできる、より
専門性の高い売り場となっております。
現在、大阪・日本橋で営業しておりますマウスコンピューター 大阪ダイレクトショップは、マウスブランドパソコンをはじめ、幅広い価格帯の製品
を取り揃えて引き続き営業してまいります。
「Enta」は、これまでコアユーザーの方にゲーミングパソコンとして親しまれていた“バーガーパソコン”の後継ブランドとして、ターゲット層を拡げ
て初心者の方でも使いやすくした、ビックカメラグループ専用のパソコンとなります。
店舗オープンに伴い、12月 8日(金)は 11：00 より先着でゲーミングデバイス福袋を販売、午後には、WEB販売価格 30万円台の高性能ゲームパソコン
が 10万円(税別)オフのタイムセールや、アウトレットパソコンを最大 50%オフなど、オープン日特価にてご提供します。12月 9日(土)と 10日(日)は、
大阪ダイレクトショップと G-Tune : Garage 大阪店の 2店舗を巡り、パソコン周辺機器や乃木坂46 グッズが抽選で当たるスタンプラリーやプロゲー
マーとの交流会など、各種イベントをご用意しております。また、12月 9日(土)より、全国の直営店 8店舗合計で先着 100名様に、マカフィー リブセ
ーフ 15ヶ月版をプレゼントする、オープン記念キャンペーンも開催します。

G-Tune ホームページ
店舗情報ページ

G-Tune : Garage 大阪店 店舗情報
店舗名 ： G-Tune : Garage 大阪店
住所 ： 〒556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中 2-1-15

大阪市営地下鉄 御堂筋線 なんば駅
NAMBAなんなん E8・E9出口から徒歩3分
南海電鉄 南海本線 なんば駅から徒歩3分
TEL ： 06-6586-6323
FAX ： 06-6586-6333
Emailアドレス ： g-tune-osaka@mouse-jp.co.jp
営業時間 ： 11：00 ～ 19：30 ※年中無休 (当社指定日を除く)

店舗地図

12月 8日（金）

G-Tune : Garage 大阪店 オープン日特価情報

・11：00から販売
先着にて販売

各 10セット限定 オープン記念ゲーミングデバイス福袋！

ゲーミングデバイス4点福袋
（キーボード、マウス、マウスパッド、ヘッドセット 計4点

約10,000円相当）

数量限定：10セット 5,000円（税別）
HyperXデバイス 3点FPS福袋
（テンキーレス赤軸メカニカルキーボード、マウス、デュアルチャンバーヘッドセット 計3点

約29,000円相当）

数量限定：10セット 20,000円（税別）
※ お一人様 1 セット、先着順での販売とさせていただきます。
・13：00 から販売
抽選で販売

アウトレットパソコン最大 50%オフ！

オープン記念で展示再生品やキャンセル品が大阪に集結。最大 50% オフのアウトレット価格でご提供。
・15：00 からのタイムセール
抽選で 3名様 インテル® Core™ i9プロセッサー搭載ゲーミングデスクトップパソコンが、WEB販売価格より 10万円(税別)オフ！
・17：00 からのタイムセール
抽選で 3名様

GeForce® GTX 1080 搭載ゲーミングノートパソコンが、WEB販売価格より 10万円(税別)オフ！

※ 開始時間で希望者多数の商品は抽選となります。詳細情報は、後日 WEB にてご案内させていただきます。

12月 9日（土）・10日（日）

G-Tune : Garage 大阪店 イベント情報

・イベント その 1
マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ と、G-Tune : Garage 大阪店 を巡ってスタンプを集め、パソコン周辺機器や乃木坂46グッズなどが当
たる抽選会に無料でチャレンジ！
開催時間：11：00～18：00
・イベント その 2
店内でプロゲーマーによるゲームパソコンやゲーミングデバイスの解説、交流会を開催！
開催時間：①13：00～ ②15：00～ ③17：00～
※ イベントの詳細情報については、後日WEBにてご案内させていただきます。
その他、店頭での見積もりとメルマガ登録で、乃木坂46特製クリアファイルをプレゼントしております。

12月9日（土）～

ダイレクトショップ限定

オープン記念キャンペーン 直営8店舗

キャンペーン開始日：2017年12月9日(土)
対象店舗：G-Tune：Garage秋葉原店、G-Tune：Garage大阪店、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、マウスコンピューター大阪ダイレクトショップ、マウスコンピューター博多ダイレクトショップ、マウスコンピューター春日部ダ
イレクトショッププラス、マウスコンピューターヨドバシAkiba店
キャンペーン内容
G-Tune ブランドパソコンご購入の方、先着 100名様に、マカフィー リブセーフ 15ヶ月版をプレゼントいたします。
※ 全国で限定数限りとなり、在庫がなくなり次第終了となります。

※ 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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