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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2011年8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、2011年8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。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。

ThinkPad Tablet ACチャージャー
（0A36248）

ThinkPad Tablet フォリオ・ケース
（0A36405）

ThinkPad Tablet DCチャージャー
（0A36247）

ThinkPad Tablet ペン 
（0A33887）

ThinkPad® Tablet の可能性を広げる、豊富なオプション製品
ThinkPad Tablet ドック
（0A33956）

レザー素材のThinkPadキーボード・フォリオ・ケースは、キーボードとしても、
タブレットのケースとしてもお使いいただけるオプション製品です。3パター
ンの位置調整ができるマグネット式スタンドや、光学トラックポイントが搭載
されており、情報入力をより効率良く行うことができます。

ThinkPad Tabletドックは、人体工学に基づき、縦型で
画面内の文字を読む際に最適な位置でタブレットを
ホールドすることができるオプション製品です。急速
充電が可能な65WのACアダプターを同梱しており、イ
ンターフェースにはUSB2.0ポート、マイクロUSBポー
ト、ステレオ出力、マイク入力が搭載されています。

ThinkPad Tablet キーボード・フォリオ・ケース
（0A36388）

のThinkPadキーボード・フォリオリオリオリオ・ケースースはは、キーボー
のケースとしてもお使いいただけるオプション製品で
整ができるマグネット式スタンドや 光学トラックポ

キ ボ ド フォリオ ケ ス
88） ）

bletドド クはックは、人体人体工学に

大胆な夢に挑む人たちを、テクノロジーの力で応援する。

Lenovo「DO.プロジェクト」。

第1弾では、中田英寿氏とビジョンを共にし、

この国を勇気づけられる、夢のあるDO.に挑戦します。

たとえば、夜空に希望の虹をかけるような…。

日本中の一人一人のDO.への決意が集まれば、

不可能も、きっと可能に変えられる。

ぜひ、あなたのポジティブな参加をお待ちしています。

FOR THOSE WHO DO.

すべてのDO.する人たちへ。

個人・個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数500名まで）のお客様

0120-804-545
中規模企業・大規模企業（従業員数500名以上）のお客様

0120-864-982

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。

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します。

当カタログ発行後に修正や変更があった場合など情報を
タイムリーに提供するホームページです。定期的にWebを
チェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。

当カタログの最新情報は下記をご覧ください

www.lenovo.com/jp/pc/bs

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 Tablet
CPU NVIDIA® Tegra™ 2 モバイルプロセッサー

OS Android™ 3.1

フラッシュメモリ 16GB／32B／64GB

RAM 1GB

モニター 10.1型WXGA （1280×800）IPS液晶

インタフェース・ポート USB2.0×1、Micro USB×1、Mini HDMI×1、、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

ワイヤレス 802.11b/g/n Wireless LAN（WiFi準拠）

本体寸法（幅×奥行×高さ） 260.4×181.7×14.5mm

質量 約759g（最大構成）

保証 1年／引き取り修理

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

LenLenovoovoはMiはMicrocrosofsoft®t  OfficOffice Pe Persersonaonal 2l 2010010を推奨を推奨しますします。。すすすす

当カタログ発行後に修正や変更変更があった場合など情報を
タイムリーに提供するホームペーージです。定ジ 期的にWebを
チェックして、PCのの最新の情報を手に入に入れてください。

当カタログの最新情報は下記をご覧ください

www.lenovo.com/jp/pc/bs

中大規模のお客様、中小規模のお客様、SOHO、個人事業主、個人のお客様向け

THINKPAD® TABLET
10.1型ワイド
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レノボが推進する環境基準
詳しくはhttp://www.lenovo.com/jp/より、
リソースカテゴリの「環境・リサイクル」をご覧ください。

有害物質規制
「RoHS指令」

省エネ法に基づく
エネルギー
消費効率
（省エネ法の対応）

J-Moss
グリーンJ-Moss

パソコンを安心してお使いいただけるようにメーカー保証の期間を延長する「延長保証」、紛失、破損、落下などに対応した「拡張保守（拡張オプション）」、海外で故障した場合に
日本への引き取り修理を行う「海外保守（Jサポート）」をご用意しております。  http://www.lenovo.com/jp/jc/thinkplus　

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万全に対応する安心の保証を標準でご提供します。
※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。

ThinkPadの安心の保証内容

延長保証/拡張保守
サービスのご案内

■ クーリエ・サービス※1

宅配便によるPCの引き取り、修理完了PCの宅配便によるお届け。

※1 日本国内限定

拡張保守
■延長保証サービス
Think製品をご購入のお客さまに、保証/保守サービスの期間延長や内容アップグレードするサービスです。
http://www.lenovo.com/services/jp

■拡張オプション※1

偶然の事故や、まさかの災害など、本体保証を超える幅広いトラブルに対応。

■Jサポート™
海外で故障した場合にも24時間日本語対応し、日本への引き取り修理を行います。

※ご購入時に適用されている保証内容は有効期間１年間、または3年間（本体保証期間中）となっておりますが、ご希望にて有償で延長することもでき
ます。詳しいサービス内容については、サイトで確認するか、PCサービスお申し込み窓口（0120-559-592）へお問い合わせください。 Jサポート

対応

拡張オプション
対象機種

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意
お客様（パソコン・ユーザー様）が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー様の責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業
（「ゴミ箱を空にする」コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリーCDでの初期化等）では、悪意のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくか、
ハードディスクそのものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。

延長保証

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
※詳細は製品に同梱されている「保証期間・保証窓口の

TThinkPadの安心の保

ビス※1

卓越したユーザー・エクスペリエンスに加え、堅牢性・セキュリティ・運用管理を強化。
ビジネス・プロフェッショナルやIT管理者のための追加機能を搭載した、
Android™ 3.1搭載ビジネス専用タブレット。

THINKPAD TABLET

Android™ 3.1採用
タブレット用に開発された O S 、
Android™ 3.1を採用。さらに、レノボ独
自のアプリケーションをプリインストー
ルしています。

最長9時間駆動バッテリー搭載
モバイル使用を前提に構成された
ThinkPad Tabletは、開発時から最先端
の省電力設計を採用しています。最適な
クロック速度選択、不要プロセッサーの
休止により電力消費を削減。Wi-Fi使用
時でも約9時間の長時間駆動を実現し
ました。

選べる内蔵ストレージ容量
本体内のストレージには、高速データア
クセスが可能なフラッシュメモリを採用。
16/32/64GBの容量から選択可能です。

高性能デュアルコアCPU搭載
ThinkPad Tabletの心臓部には、モバイ
ル機器用に開発された1GHzのデュアル
コア・プロセッサーNVIDIA® Tegra™ 2を
採用。本格的なマルチタスク環境と描画
性能を実現し、Adobe® Flash® Player 
10.3やHTML５などのリッチコンテンツ
を含むWebブラウズや、高精細動画の
再生も快適に行えます。

10.1インチ高画質
IPS液晶ディスプレイ
ディスプレイには、視野角の広いIPSパ
ネルを採用。縦横比16:10の10.1インチ
WXGA（1280×800）で、HD画像に対応
する高精細表示を実現しました。静電容
量方式のマルチタッチ入力で精密な入
力が可能です。

入力作業を容易にする
タブレット・ペン内蔵
ビジネスに欠かせない入力作業をより
確実に行うためにタブレット・ペン搭載
モデルをご用意。256段階の筆圧レベル
を感知し、意思に忠実な入力作業が可
能なデジタイザー方式を採用していま
す。ペンは本体内のホルダーに、スマー
トに収納できます。

携帯性に優れた
コンパクト・タブレット
僅か14.5mmの厚さと743gの重量に、マ
ルチタッチ対応10.1インチディスプレイ
を搭載した、コンパクト・タブレット。

豊富なI/Oポート
フルサイズUSB2.0や3 in 1メディアカード
リーダーに加え、他のデバイスから電源
供給を可能にするMini USBポートも採
用。既存のシステムとシームレスなビジ
ネス環境の構築が可能です。

プレゼンテーションに最適な
Mini-HDMI端子
ThinkPad Tabletは、オンボードでMini-
HDMI端子を装備。外部のテレビやディ
スプレイに接続して、プレゼンテーショ
ンやビデオ会議に活用できます。

シームレスな通信環境を実現
ThinkPad Tabletは、外部との通信環境
として、ホットスポットや無線LANに対
応するWi-Fi（IEEE802.11b/g/n）と近距
離データ通信に最適なBluetoothに対
応しています。またCisco AnyConnect™
など、各種ソフトウェアのダウンロード
配信を予定しています。

クラウド環境をサポート
Citrix Receiverによるクラウドおよびコ
ラボレーションをサポート。柔軟な通信
機能を利用し、セキュアな環境での運用
を可能にします。

優れたシステム管理機能を
採用
システム運用管理の手間を大幅に省力
化するリモート管理機能を搭載。複数の
デバイスを容易に管理することが可能
で、既存のActive Directoryとのパス
ワード統合も可能。また、ゼロタッチ・デ
プロイメント機能にも対応し、クライア
ントPCに対する、セキュリティポリシー
に沿ったソフトウェアの一括配布も容易
です。

オフィスコンテンツに対応
ビジネスに必須のMicrosoft® Office
データやAdobe® Acrobat®データの表
示や編集が可能。オプションのキーボー
ドやペン入力を利用することで、さらに
作業の効率化を実現します。

ビデオカンファレンスに最適な
内蔵カメラ
本体の前面には2Mピクセル、背面には
5Mピクセルの高画質720PのHDカメラ
を採用。インターネットを利用したビデ
オカンファレンスに最適です。

前面 背面

強力なセキュリティ管理を実現
重要なデータを扱うビジネス用タブレッ
トとして、内蔵ストレージやSDカード
データの暗号化、既存システムの管理
機能との統合も容易。万一の紛失時に
もリモート環境からデータ消去や機能
の無効化が可能です。

キーボード・
フォリオ・ケース別売

左側からブラウザーボタン、
ローテーションロックボタン、
バックボタン、ホームボタン

底面：左側から3 in 1メディアカードリーダー、ドッキングポート、
Mini USBポート、Mini-HDMI出力ポート、マイクロフォン/ヘッド
フォン・コンボ・ジャック

左側面：USB2.0ポート

①角落下試験
⑤無線性能試験
⑧LCDストレステスト

②液晶面鉄球落下試験
⑥加圧振動試験
⑨反復繰り返し衝撃試験

③防滴試験

⑩動作ノイズ測定試験

④防塵試験
⑦自由落下試験

ドック別売

ThinkPadの名に恥じない信頼性
ThinkPad Tablet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実施。特に、「液晶面鉄球落下試験」「角落下
試験」「防滴試験」においては、Tabletの使用を想定したテストを繰
り返し実施し、通常ThinkPadに設定されているものより高い基準を
クリアしています。

※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。

① ④②

⑤ ⑥ ⑦

⑨ ⑩

③

⑧

14.5mm
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