
BTOパソコン・PC通販ショップのマウスコンピューター ご利用ガイド メルマガ登録 ニュースリリース 採用情報

"New Windows" プレスイベント会場写真 Windows 8.1 がプリインストールされた新製品を展示。
マウスコンピューター LUVMACHINES Slim iHS200Xシリーズ
iiyama製 10ポイントマルチタッチ対応27型液晶

マウスコンピューター LuvBook-Cシリーズ
10ポイントタッチパネル対応
11.6型モバイルノート

マウスコンピューター 11.6型タブレット
LuvPad WN1100

代表者によるWindows 8.1 搭載製品登壇 iiyama ProLite T2735MSC-B1
27型10点マルチタッチ対応マルチタッチ対応AMVA+方式を採用
したフルHD液晶
スタンドにて自由に角度を変える事が出来ます

LuvBook Cシリーズ

◆CPU:Celeron 1037U
◆メモリ:4GB
◆HDD:320GB
◆グラフィック：Intel HD グラフィックス
◆液晶ディスプレイ：11.6型 10点マルチタッチ対応光沢液晶
（1366×768）

11.6型10点マルチタッチ対応モバイルノート。

LuvBook Cシリーズについてはこちら！

LuvPad WN1100 (参考出展)

◆APU：AMD Z60
◆メモリ：2GB
◆ストレージ ：128GB SSD
◆グラフィック：Radeon(TM)HD 6250
◆液晶ディスプレイ：11.6型 10点マルチタッチ対応
フルHD光沢液晶 (1920x1080)

11.6型10点マルチタッチ対応Windows 8 タブレット

LuvPad WN1100についてはこちら！

LUVMACHINES Slim シリーズ LM-iHS200X

◆CPU：インテル(R) Core(TM) i7-4770 プロセッサー
◆メモリ：PC3-12800 DDR3 4GB
◆HDD：500GB 7200rpm
◆グラフィック：インテル(R) HDグラフィックス 4600
◆ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ

LUVMACHINES Slim シリーズはこちら！

iiyama ProLite T2735MSC-B1

◆27型 AMVA+方式パネル＋WLEDバックライト搭載ワイド液晶
ディスプレイ
◆10ポイントマルチタッチ対応
◆5,000,000:1（ACR機能時）のハイコントラスト
◆Full HD 1920ｘ1080モード対応

iiyama ProLite T2735MSC-B1についてはこちら！

個人のお客様

受付時間：9時～20時 ※年末年始を除き無休

法人のお客様/再販・SI・インターネットカフェ事業者

受付時間：平日 9時-12時 / 13時-17時・土日祝 9
時-20時

※土日は個人窓口へ転送されます。
※公費払いのご相談等、一部のお問い合わせは週明けの対応になりま
す。

電話によるお問い合わせ

ガイダンスに従って、メニュー番号を押してください。

IP電話・光電話をご使用のお客様

FAX

New Windows プレスイベント参加レポート

2013年10月18日、都内で、Windows8.1発売にあわせて開催された "New Windows"に参加。 こちらのイベントにて、マウスコンピュ
ーター製品が展示されましたのでレポート致します。   

イベント出展製品概要

購入に関するお問い合わせ／ご注文

購入後のお問い合わせはサポートセンターへ

※お問い合わせにはシリアル番号・またはご注文番号が必要です。
※電話番号はお間違えの無いよう、よくお確かめのうえおかけください。電話の通話料はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

ご購入方法について

お支払方法について

送料・配送について

安心サポート＆
サービス

キャンセルについて

返品について

修理・サポートについ
て

製品仕様に関するお知
らせ

オーダーステータスに
ついて

営業日のご案内

ウェブサイトからの通
知について

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

スマートフォン

（MADOSMA）

商品ラインアップ

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

ご利用ガイド

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

お客様の声への回答

サポート情報

秋葉原

G-Tune : Garage

春日部

名古屋

大阪

博多

店舗情報 初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

個人のお客様のご注文は 法人のお客様のご注文は

商品名・スペックから検索     
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【注目キーワード】データ復旧安心パック、AMD Ryzen、期間限定セール、下取り、クリエイターPC、ゲーミングPC、組立ワークショップ
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