
THINKPAD HELIX
11.6型 脱着式 Ultrabook™ 11.6型ワイド

省電力CPU、
インテル® Core™ M プロセッサー搭載。
ファンレス構造でさらなる薄型化と高い静音性を実現。
キーボードが選択でき、
使い勝手に優れた脱着式Ultrabook™。

※写真はウルトラ ブック プロキーボード搭載モデルです。

※写真は実物と異なる場合がございます。

インテル® Core™ M 
vPro™ プロセッサー搭載

省電力設計のインテル® Core™ M プロセッサー搭載
14nm 製造プロセス・テクノロジーを採用した最新のCPU、インテル® Core™ 
M プロセッサー搭載。薄型ノートPCやタブレットに最適な超低電圧設計によ
り、電力消費を抑えて高いパフォーマンスを発揮します。

信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト
ビジネスPCに求められる、高い信頼性と耐久性のた
めに、ThinkPadは設計開発段階から、実際の使用状況
を想定した厳しい品質テストを繰り返しています。落
下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部
の開閉耐久性など、実際の使用状況に即したテスト
を実施。ライフサイクルを通じて過酷な作業環境でもお使いいただける高い
品質をお届けします。
＊テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の
製品の耐久性を保証するものではありません。

タブレットの薄さ9.6mm、
質量約795g（最小構成時）の薄型・軽量
タブレットの厚みは9.6mmを実現。またタブレットの質量は約795g（最小構
成時）と軽く、持ち運びやすさ、使いやすさを追求した設計です。

用途に合わせて選べる2つのキーボード
バッテリーを備え、本体と合わせて最大12時間駆動を可能にするウルトラ
ブック プロキーボードと、薄型で携帯性に優れ、片手で着脱できるウルトラ
ブック キーボードの2種類をご用意しました。利用シーンに応じて使いやす
いキーボードを選択できます。また各キーボードは追加購入可能。自宅やオ
フィスに予備として置いておけば、移動時はタブレット部分の持ち運びのみ
で便利です。

4つの異なるモードに切り替え可能
ThinkPad Helixは、タブレットを取り外せるだけでなく、逆向きに取り付ける
ことにより、下記の4つのモードでPCを使うことができます。
タッチ操作、キーボード入力操作のどちらをメインで使うかにより、効率よく
使用することができます。

キーボード装着時で最大約19時間の長時間駆動※

タブレット単体で約16時間、キーボードと接続した状態なら最大約19時間の
バッテリー駆動を実現。1日作業を行っても、充電切れの心配がありません。
＊ JEITA測定法 Ver.1.0に基づく測定時。JEITA測定法Ver.2.0の場合はタブレット単体で約11時間、ウルトラ
ブック プロキーボード装着時で約15時間。
※ウルトラブック プロキーボードモデルのみ

Mini DisplayPort採用
外部ディスプレイ用ポートには、高性能Mini DisplayPort
を採用。各種変換アダプターを使用することで、単一の接
続端子でさまざまな入力デバイスに対応しています。

タブレット単体で

約16時間駆動
タブレット＋キーボードで

約19時間駆動
テントモードタブレットモード

ノートブックモード

ウルトラブック キーボード

スタンドモード

省省電力CPU、
インテル® Core™ 
ファンレス構造でささ
キーボードが選択択
使い勝手に優れたた

の異なるモ ドに切り替え可能 キキ ボボ ドド装

ウルトラブック プロキーボード
トラックポイントを備え、
入力操作も快適。

Lenovoがお勧めするWindows.

ThinkPadは日本で開発・設計。
品質と使いやすさに
妥協のない追求を続けています。



ThinkPad Helixの主なスペック　 組み合わせによりスペックが選択できないものがあります。詳しくはカタログやWebサイトをご確認ください。
ThinkPad Helix

プロセッサー インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサー／インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー
初期導入済OS Windows 8.1 Pro Update 64bit （日本語版）
SSD 128GB
メモリ容量 4GB
ディスプレイ 11.6型 FHD IPS 液晶 （1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9）、ゴリラガラス、マルチ・タッチパネル（10点）

インターフェース
タブレット：USB3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター／

Ultrabook Proキーボード：Powered USB3.0×1、Mini DisplayPort×1、電源コネクター
Ultrabookキーボード：USB2.0×1

オプティカルドライブ なし
イーサネット なし（別売オプション：Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可）
ワイヤレス インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 （ac/a/b/g/n）
デジタイザー・ペン ウルトラブック プロキーボードモデルのみ付属
バッテリー使用時間 約16時間（タブレットのみ）／約19時間（タブレット＋ウルトラブック プロキーボード）　JEITA測定法 Ver.1.0に基づく測定時

本体寸法 タブレット本体：301.1（W）×192.5（D）×9.6（H）mm／
ウルトラブック プロキーボード装着時：301.1（W）×214.8（D）×20.1（H）mm ／ウルトラブック キーボード装着時：301.1（W）×215.7（D）×25.4（H）mm 

質量 タブレット本体：約795g（最小構成時）（内蔵バッテリー含む）／
ウルトラブック プロキーボード装着時：約1.72kg（最軽量構成）（内蔵バッテリー含む）／ウルトラブック キーボード装着時：約1.36kg（最軽量構成）

保証期間 1年／引き取り修理

① マイクロフォン/ヘッドフォン・
コンボ・ジャック
② ボリュームボタン
③ microSDメディアカードスロット

④USB3.0
⑤Micro HDMI
⑥USB2.0

⑦電源コネクター
⑧回転ロックボタン
⑨電源ボタン

［前面］［背面］

ウルトラ ブック プロキーボードモデル

① マイクロフォン/ヘッドフォン・
コンボ・ジャック
② ボリュームボタン
③ microSDメディアカードスロット

④USB3.0
⑤Micro HDMI
⑥電源コネクター
⑦セキュリティスロット

⑧Mini Display Port
⑨Powered USB3.0
⑩電源コネクター
⑪回転ロックボタン
⑫電源ボタン

［右側面］ ［左側面］

① ② ⑤④③ ⑥

［背面］
⑪ ⑫⑦ ⑨⑧ ⑩

［前面］

ウルトラブック キーボードモデル
［右側面］

① ② ⑤④③ ⑥ ⑦

［左側面］

⑧⑨

Lenovoがお勧めするWindows.

 

※詳細は製品に同梱されている「保証期間・保証窓口のご案内」をご参照下さい。

※1 日本国内限定

■ 引き取り修理サービス※1

宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。

■ オンサイト修理サービス
修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。

このカタログに掲載されているThinkPadをご利用の皆さまに対して、万一の故
障やトラブルにも対応する安心の保証を標準でご提供します。

ThinkPadの安心の保証

■ 国際保証（IWS）対応※2

IWS（International Warranty Service：国際保証サービス）は、保証期間内であれば Lenovo製品を購
入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェア
のみが対象です。 http://www.lenovo.com/jp/pc/iws
※2 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。
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●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は
事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きの
ない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 
●このカタログの情報は2015年2月現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビ
ジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金
は、2015年2月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社ホー
ムページ をご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど
再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部
の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するもの
ではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品に
つきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

Lenovo、レノボ、レノボロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and 
Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。　Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows 
HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、
DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouse 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 Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、
Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel 
Corporation の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

＊1 HT テクノロジーを利用するには、HT テクノロジーに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OS が必要です。
性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトップ・プロセッサーはHT テクノロジーをサポートしていません。HT テクノロジー
に対応したプロセッサーの情報など、詳細については、http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/（英語）を参照してください。　＊2 インテル® 
ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のイ
ンテル® プロセッサーでのみ利用できます。各 PC メーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、 
http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/ を参照してください。 

インテル® Core™ M vPro™ プロセッサー搭載

安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「重要な安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、ほこ
り、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

個人のお客様は、パソコンご購入後、商品が届きましたら「PCリサイクルマーク」をお申
し込みください。PC本体またはディスプレイをご購入された個人のお客様には、お申し
込みにより無償にてマークを送付します。詳細はhttp://www.lenovo.com/services_
warranty/jp/ja/recycle/personal/index.htmlをご参照ください。

インターフェース

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号　
秋葉原UDX

ThinkPad Helixを快適にお使いいただくためのオプション製品

ThinkPad Helix クイックショット・カバー
（4X40G41583）

カバーをめくるだけでカメラ起動
ThinkPad Helix 
保護フィルム
（光沢なし）
（4Z10G95467）

ディスプレイを守ります セキュリティーを確保
ThinkPad Helix 
プライバシー
フィルター
（4方向対応）
（4Z10G95469） 

ThinkPad Helix プロテクター
（4X40G29906）

建築現場など外での利用に
最適な保護

※写真は実物と異なる場合がございます。

ThinkPad Helix ウルトラブック 
キーボード-日本語/英語
（4X30G93883/4X30G93853）

薄型で携帯性に優れ、
片手で着脱可能

バッテリー、トラックポイントを備え
入力操作も快適
ThinkPad Helix ウルトラブック 
プロ キーボード-日本語/英語
（4X30G93920/4X30G93893）

ThinkPad Tablet ドック
（4X10H04507）

ドックとつなげてポートを拡張

Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター
（4X90G35036）

［表面］ ［裏面］

力操作も快適

X30G93920/4X30G93893））

VGAインターフェースの
プロジェクターやモニターに接続可能

個人事業主・SOHO・中小規模企業
（従業員数1,000人以下）のお客様

個人のお客様

0120-977-576
中規模企業・大規模企業（従業員1,000人以上）
および企業グループのお客様/公共機関のお客様

0120-80-4982

0120-804-545
ビジネス・パートナー様向け
ディストリビューター様 0120-498-170　リセラー様 0120-911-426　
受付時間：9：00～12：00／13:00～18:00
（ 土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）


