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Windows8 pro

Core i7-4770 (4 コア )

16GB (DDR3 SDRAM)

Geforce 550Ti

240GB

2TB (SATAⅡ)

ドライブ BD スーパーマルチドライブ
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SSD
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Core i3-4130 (2 コア）
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DVD スーパーマルチドライブ

OS

CPU

メモリ

グラフィック

SSD

ドライブ

T12Ci5RHD5550(Z68MA)T12Ci5RHD5550(Z68MA)
Widows8

Core i5-4670  (4 コア )

8GB (DDR3 SDRAM)

RadeonHD 5550

120GB　

高性能で「快適」充実のサポートで「安心」のタッチパソコン

http://www.touch.co.jp/shop/
TEL.052-806-8899   FAX.052-802-7581

タッチがおすすめするパソコンラインナップ

DVD スーパーマルチドライブ

製品の詳細情報や、カスタマイズ・ご購入はこちらから。

2014.06

Dimension
(W)202
(H)485
(D)440 mm

次元の違う驚異の性能！
最新モデルは拡張性も抜群
Corei7 搭載のハイスペックモデル。
ゲームやグラフィックデザインなど
にもラクラク対応。
拡張性も抜群ですので、自由なカス
タマイズが可能です。

Dimension
(W)291
(H)266
(D)456mm

外は美しく、華やかに。
中は力強く、より速く。

Dimension
(W)250
(H)404
(D)359 mm

アクリルウィンドサイド
パネルを標準採用
側面はアクリルウィンドウ装備で、
内部の機構がご覧になれます。本体
色とコーディネイトして内部に
LED 付パーツを組み込めば、内部も”
魅せる” PC となります。

Dimension
(W)250
(H)404
(D)359 mm

特徴的なボディデザイン
使いやすいギミック
側面に USB ポートや電源スイッチ
を配置し、すっきりとした正面のデ
ザインを実現しております。また、
内部のデザインも修理・増設がしや
すいように工夫されております。

Dimension
(W)99
(H)336
(D)425 mm

幅広い対応を可能にした
スリムなデスクトップ。
ビジネスからホームユースまで幅広く
対応するスリムデスクトップ。環境に
合わせたカスタマイズが可能です。

全てのモデルに高速ストレージSSDを搭載
次世代の速度をご体感ください。

ORROID新登場！パソコンをもっとオシャレに♪
タッチカラーを揃えました♪

￥220,000￥220,000
OS

CPU

メモリ

グラフィック

SSD

HDD

T14Ci5RHD5550(Z68MA)T14Ci5RHD5550(Z68MA)
Widows8

8GB (DDR3 SDRAM)

RadeonHD 5550

120GB　

2TB (SATAⅡ)

ドライブ BD スーパーマルチドライブ

Core i5-4670S (4 コア ) 低電圧版

￥165,000￥165,000
OS

CPU

メモリ

SSD

HDD

ドライブ

T14Ci3(H61M)T14Ci3(H61M)
Widows8

Core i3-4130S(2 コア ) 低電圧版

4GB (DDR3 SDRAM)

120GB　

1TB (SATAⅡ)

DVD スーパーマルチドライブ

激安ＰＣもご相談受付中！！激安ＰＣもご相談受付中！！

ケースデザインは変更される場合があります。ケースデザインは変更される場合があります。

￥60,000～￥60,000～

HDD 500GB/DVDマルチ /
Windows7Home/Celeron2.7GHz/ メモリ4GB/

見た目も涼しげ、メッシュを多用し
た冷却性の抜群のＰＣケース。フロ
ントには 最新機構 USB 3.0 対応
ポートを標準で搭載。USB 2.0/1.1
と比べ、約 10 倍となる最大転送速
度 5Gb/s を実現しています。



タッチパソコンの製品特長
本紙に掲載の商品や「こだわり」は一例となります。お客様とご相談をしながら、最適なパソコンライフをご提案させて頂きます。

手や腕を自然な位置に置くことができ、
快適な操作性をサポートするエルゴノミクス キーボード
エルゴノミクス (人間工学 ) デザインに基づいて設計されたキーボードです。
傾斜付きのキー配列は、キーボードを長時間使用しても疲れにくいデザイン
を採用しています。また、取り外し可能なパーム リフトを装着することによ
り、より快適な操作を提供します。手を休めるクッション パームレストには
革張り調仕上げを採用し、高級感を演出します。

インテル最新の高性能 CPU「Core i7」を採用

カスタマイズパーツ

インテルの新世代アーキテクチャを採用した「Core i7」を採用。メモリコン
トローラ内蔵、新しいシステムバス採用など、CPUのみならずシステム全体
のパフォーマンスを大きく向上させる技術を盛り込んでいます。ハイパース
レッディングテクノロジーにより、8スレッドの並列実行が可能となってい
ます。

通常の光学マウスよりさらに正確な操作性を実現する
レーザーセンサー搭載マウス。
光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ること
が可能に。滑らかな白色デスクの上でもマウスパッドを使わずにストレスな
く使えます。サイドにも 2ボタンを搭載しており、WEBブラウザで「戻る・
進む」の操作がスピーディに行えます。

PC内の熱を効率よく排除する水冷システム
（T13専用オプション）

発熱の多い CPUに水を使用した冷却システムを導入することで、空冷より優
れた静音性能と冷却性能を発揮します。メンテナンスフリーのため、水の入
れ替えなどの手入れは必要ありません。

高速化・静音化・省電力・低発熱の４つの性能向上︕
かつてないアクセス速度を実現。次世代ストレージ SSD。
半導体ストレージである SSDは、物理的な動作部品を用いる HDDでは決し
て真似できない、読み込み速度、静音性などを実現しました。
優れたパフォーマンスを兼ね備え、起動時間、シャットダウンの向上差は、
HDD搭載の構成とは明確な差があります。休止状態への移行と復帰も SSD
は高速です。SSD導入後はワンランク上の快適さが手に入ります。

地上デジタル放送もパソコンで楽しむ（オプション）
ＤＶＤと同じサイズで約５枚分の大容量のブルーレイ。
地デジチューナーを搭載で地上・BS・110度 CSデジタル対応 TVがパソコ
ンで楽しめる︕また、単層で 25GB、2層で 50GBという膨大なデータ容量
を備えたブルーレイディスクの登場で、フィルムの質感まで感じられる映像
を、1 枚のディスクに収録でき、映画館のような臨場感あふれる映像を自宅
で楽しめます。さらに、圧縮方式によっては、7 時間を超えるハイビジョン
映像を収録できます。

作業領域が格段に広がるデュアルディスプレイ
DVI接続ポートを標準で 2個搭載しているので、2台のディスプレイを接続
するデュアルディスプレイ環境に標準で対応します。 
マルチモニタ化する事により、映像系や画像系のソフトウェア、株取引など
ご利用の際に、パソコンの操作が非常に快適になります。

Microsoft®Office365

　「Touch PC13」は、
Cooler Master 製の定番
PC ケース「Centurion 
6」を採用。外観のデザ
インは従来モデルを踏襲
しており、すっきりとし
た印象です。

　「ORROID」のディスク
ケージは、3.5インチのみ
ならず 5.25インチも取り
外し可能で、冷却用ファン
は最大で 5基搭載可能と
なっています。 

　このマークが付いた弊
社のタッチ製パソコンは
ご家庭から廃棄する場合
において別途回収・再資
源化料金をご負担いただ
く必要がありません。

お得なパソコン情報を
配信中︕空メールを
送信してください。

携帯メール専用
メール会員大募集 !!

3 年間無償修理保証
＆

年中無休サポート

Windows 10 pro ＋￥12,000

＋￥17,000
＋￥11,000

－￥1,000
＋￥12,000
＋￥5,000

＋￥25,000
＋￥20,000

＋￥5,000
＋￥6,000
＋￥7,000
＋￥12,000

＋￥12,000
＋￥22,000

＋￥12,000
＋￥7,000

＋￥27,000

＋￥11,000

インテル® Core™ i7 6700（４コア）
インテル® Core™ i5-4590

16G　DDR4
8G　DDR4

2TB 増設 

＋￥32,000
＋￥17,000

120GB ミラーモード T13専用
120GB SATAⅢ

DVDコンボドライブ
Blu-ray Disc
メディアリーダー（内臓）

NVIDIA GeForce GTX960 2GB
GeForce GTX 750 Ti 2GB

OFFICEはご相談

5ボタンレーザーマウス
エルゴノミクスキーボード
高音質スピーカー
5.1ch 対応マルチメディアスピーカー

A4インクジェットプリンター
A4インクジェット複合機

OS

CPU

SSD

メモリ

HDD

ドライブ

グラフィック

ソフトウェア

基本デバイス

＋￥35,600
＋￥33,500

IIYAMA T2452MTS
EIZO EV2316W-Z

液晶

プリンター

一例ですので、ご希望に応じてお見積り致します。

（1920×1080　Full HD）

タッチがお勧めする
高性能モニター

￥48,000￥48,000

￥33,000￥33,000

27V

23V

（1920×1080　Full HD）

ACER
T232HLbmidz
ACER
T232HLbmidz

16:
＆さまざま
対応する映像入力端子を
装備しています。

EIZO
EV2316W-Z
EIZO
EV2316W-Z

I Tサポートセンター

ホームページ ホームページ

０５２-８０６-８８９９

まずは　　  　にお電話をまずは　　  　にお電話を

検 索パソコン修理　タッチ

塩釜口駅より徒歩13分

愛知県名古屋市天白区
植田西一丁目522番地

http;//www.touch.co.jp

自由にタッチ・直感操作
触れて楽しい、みんな嬉
しいWindews8のマル
チタッチ機能対応。

LEDバックライト搭載
と様々な省電力機能搭載
により、消費電力を大幅
カット。

Office365は経営効率向上に役立つ情報基盤を提供する安全で安心なオール
イン ワンのクラウド サ－ビスです。電子メールサービス、グループウェア、
オンライン会議などを含み、最高の利便性と快適性を提供します。

ディスプレイアーム
エルゴトロン 45-241-026LX ＋￥15,500

ピアゴ

名古屋植田西郵便局
ヴィレッジヴァンガード

ミニストップ

餃子の王将

マクドナルド

植田駅

塩釜口駅

56

植田一本松

植田西

植田西一丁目

植田川

第一楽器

松
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至高針 IC

至野並

植田西二丁目

一本松二丁目
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