Lenovoがお勧めするWindows.

LENOVO

MIIX 3

キーボードで入力作業も楽々、
3つのモードで楽しみ方自在。
どこへでも気軽に持ち運べる
10.1型Windowsタブレット。
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Windows 8.1 Updateを搭載し、
載し、
さらに使いやすさが進化
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スタート画面のカスタマイズ性や検索性の向上、
向上、
スタートボタンの表示な
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eに保存したファイルを オフライン状態でも
すく進化。
さらにクラウドストレージOneDriveに保存したファイルを、

Z3735Fを搭載 内蔵GPUを大幅に強化しつつ、
内蔵GPUを大幅に強化
強化しつつ 低消費電力を実現し
Z3735Fを搭載。
低消費電力を実現し、

使用できるようになりました。

Windows 8.1 Updateを快適に利用できます。

3つのモードで楽しみ方も3倍に
3つのモードに切り替えることが可能。たとえば文書作成
成
ド
はラップトップモード、
SNSへのアクセスはスタンドモード
と、用途に合わせて利用することができます。

取り外しできるAccuTypeキーボードドック
ドド ク
人間工学に基づき快適なキー・タッチを実現したAccuTypeキーボードドックを同梱。
本体は

Microsoft Office Home and Business 2013搭載

ドックから取り外すことで、
タブレットとして利用可能です。
キーボード部分は、
隣接するキー

自然に使いこなせるシンプルでわかりやすいインターフェースを採用。
クラウドと連動し、
ど

との間に間隔をとったアイソレーション設計により、
複数のキーを同時に押してしまうといった

*1
Word、
Excel、
PowerPoint、
OneNote、
Outlookの5
こからでもファイルにアクセス可能です。

種類のアプリケーションが使用できます。

*1：インターネット接続環境が必要です。

タイプミスを軽減します。

microSDカードで、保存領域を拡張
microSDカードスロットを搭載し、保存領域の拡張が可能。大量の写真データや動画
ファイルなども、容易に保存できます。

長時間バッテリー駆動を実現

美しく見やすいIPSディスプレイ

低消費電力CPUの採用などにより、
約10時間の長時間バッテリー駆動時間を実現しました。

高画質で、
178度の広い視野角を持つIPSディスプレイを採用。
Webサイトの閲覧はもちろん、

※ 使用環境により駆動時間が異なる場合がございます。

電子書籍やゲームなど、
美しい画面で楽しむことができます。

レノボ公式 Twitter
https://twitter.com/LenovoJP_DO

レノボ公式 facebook

レノボ公式 Instagram

https://www.facebook.com/lenovojp

https://instagram.com/LENOVOJP/

当カタログの最新情報

http://www.lenovo.com/jp/pc/bs/

Lenovoがお勧めするWindows.
Lenovo MIIX 3

品名
サブナンバー

MIIX 3-1030

製品番号

80HV0055JP

JANコード

4562466177864

本体カラー

エボニー

Windows 8.1 Update 32bit版

初期導入済OS
Microsoft Office

Microsoft Oﬃce Home and Business 2013

プロセッサー

インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F

プロセッサー動作周波数

1.33GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数：1.83GHz）

三次共有キャッシュ

2MB（メインプロセッサーに内蔵）

チップセット

CPUに統合

セキュリティー機能

パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、
スーパーバイザー・パスワード

標準容量／最大容量

主記憶
（RAM）

2GB/ 2GB

スロット数（空スロット数）

0（空 0）

ストレージ

64GB

光学ドライブ

なし

ビデオ・チップ

CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス）

ビデオRAM容量
ディスプレイ

最大 1.024 GB（メインメモリーと共有）

ディスプレイサイズ（ドット・発色）

10.1型FHD マルチ・タッチパネル（5点）IPS 液晶（1920×1200ドット、1,677万色）

外部接続時（ドット・発色）

1,920×1,080 ドット、1,677 万色（HDMI 出力時）

インターフェース（ポート）

Micro USB 2.0ポート×1、USB2.0ポート×2、Micro HDMIポート×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 ワイヤレスLAN（WiFi準拠）

Bluetooth

Bluetooth v4.0

オーディオ機能

モノラルスピーカー/デジタルマイクロフォン

内蔵カメラ
スロット

あり
（前面：200万画素）
カード・スロット

microSDカードリーダー

SIMカード・スロット

なし

キーボード／ボタン類

73キー（Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキーを含む）、JISひらがな配列、
タッチパッド／パワーボタン、ボリュームボタン

センサー類

加速度センサー

本体寸法（幅×奥行き×高さ）

256.8×172.1×9.3mm（タブレッド本体 ）、261.1×189.5×（9-19）mm（キーボードドック装着時 ）

本体質量（バッテリー・パックを含む）

約0.549kg（タブレッド本体 ）、約1.049kg（キーボードドック装着時 ）

定格電圧

AC100-240V（50/60Hz）*1

AC
アダプター

質量

本体：51g、
コード：30g

バッテリー・ 種類
パック
使用時間（JEITA測定法1.0）／充電時間

2セルLi-Polymer システム・バッテリー（固定式）
約10時間／約3.0時間

最大消費電力／標準時／低電力

10W／2.94W／0.54W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2011年度省エネ基準達成率）

Y区分 0.04（AAA）

主な付属品
保証

ACアダプター、ケーブル（USBポート接続用）
、Microsoft Officeプロダクトキーパック
保証期間／国内での修理

1年／引き取り修理
Internet Explorer（インターネットブラウザ）*2、マカフィー リブセーフ
（体験版）
（ウィルス対策）*2、Veriface（顔認証ソフト）

主なソフトウェア

*1：日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。
*2：他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。
レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※詳しい製品仕様（注釈など）および最新の価格は、http://lenovo.com/jp/pc/bsから上記製品を必ずご確認下さい。※本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、
または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので必ず保管しておいてください。

楽しみ方を広げるインターフェース
［本体右側］

②

［本体左側］

③

④
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⑤

⑥
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［キーボード右側］
⑧

［キーボード左側］

① パワーボタン
② ボリュームボタン
③ スピーカー
④ microSD
カードスロット
⑤ Micro HDMIポート
⑥ Micro USBポート
⑦ マイクロフォン／
ヘッドフォン・
コンボジャック
⑧ USB2.0ポート
⑨ USB2.0ポート

⑨

レノボ・ジャパンのコンシューマ製品電話サポートは、
NECパーソナルコンピュータに委託しています。
製品名やカテゴリー
で簡単にチェック！

http://support.lenovo.com/jp/ja

ノートPC、デスクトップPC、Miix製品

0120-000-817

2014年5月以降に発売されたTablet製品
同梱している
「サポートのしおり」にて
窓口がご確認頂けます。

製品ご購入後のセットアップや各種設定、
トラブル時の対応など、
専門のスタッフが丁寧にご対応します。お気軽にお問い合わせください。

当カタログの
最新情報はこちら

http://www.lenovo.com/jp/pc/bs/
当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。
最新の情報をこちらでご確認下さい。価格は上記URLから、各製品の項目をご確認下さい。

Lenovo、
レノボ、
レノボロゴ、New World. NEW Thinking.、IdeaPad、IdeaCentre、ThinkPad、ThinkCentre、ThinkStation、ThinkServer、ThinkVantage、ThinkVision、
ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPoint
は、IBM 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、Active
Directory、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です。●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。●カタログ掲載製品でキーボードが英語版
の写真については、本製品では日本語版のキーボードとなります。●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。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●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。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がござ
いますが、
これによる損害などの責任を当社は一切負いかねますのでご了承ください。●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。●このカタログの情報は2015年5月現在のものです。

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号

＊携帯電話からもご利用いただけます。 ＊フリーコール（通話無料）
＊1：毎月の休業日はhttp://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/にてご案内いたします。

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、

安全に関するご注意

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。

秋葉原UDX

NEC レノボ・ジャパン グループ
製品についての
ご相 談、ご購 入

ビジネス・パートナー様向け

受付時間／9：00〜18：00
土、
日、祝日、
5/1、12/30〜1/3を除く

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

0120-033-127

0120-977-576 受付時間／9：00〜12：00、13：00〜18：00（土、日、祝日、5/1、12/30〜1/3を除く）
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