Windows®. 壁のない世界へ。Lenovoがお勧めするWindows 7.

ThinkPad

X201/ X201i

コンパクトでタフなボディーに
高い作業性を備えた
究極のウルトラポータブル・
ノートPC。

TRY AND FIND A LAPTOP THAT’S
GONE FURTHER.
パフォーマンスモバイル

ThinkPad X201/X201i

12.1型ワイド

「機能と性能」のベストバランスを追求したモバイル

※写真は英語キーボードです。
出荷製品は日本語キーボード
となります。

ThinkPad X201iは中小規模企業のお客様におすすめの
最新モデルです。

軽快に持ち歩くためのHoverデザイン
ThinkPad は、マザーボードの中心を密着固定させずに、あたかも浮かんで
いるような状態にするHoverデザインを採用。持ち運ぶ際に発生する振動や、
ねじれによる基板へのストレスを緩和し、安心して持ち歩けるモバイル環境
を実現します。

ハードディスクへの
衝撃を抑えてデータを保護
落下や衝撃の G（加速度）をセンサーが感知して、
データ破損を防ぐハードディスク・アクティブプロ
テクション・システムを搭載しています。
※すべての状況に対してHDDの安全を保証するものではありません。また、
ウルトラベイ
アクティブプロテクションは機能しません。
に搭載されたHDDに対しては、

ビジネスにワイヤレス性を
最 新 の モバイル・ブロードバンド・テクノロジー 、
インテル® Centrino® WiMAX対応モデルを用意。
内 蔵アンテ ナにより、W i - F i / W i M A X の 両 方 の
帯 域 をカバ ーします 。異 なる通 信 会 社 間 で も 、
スムーズなスイッチが可能です。また、ワイヤレス
USB テクノロジーにより、煩雑なケーブル回りを
一気に解消できます。
※ WiMAX モジュールを使用するにはプロバイダーと契約する必要があります。

迅速な
ワイヤレスLAN切替
ワイヤレスLAN の ON/OFFを直接切り替える
ことが可能。従来のショートカット機能による
ON/OFF よりも素早く、確実に切り替えられ
ます。

インテル®
Core™ i7 vPro™
プロセッサー
ハードウェア・アシストによるスマートな
セキュリティーと運 用 管 理 機 能 、そして
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー＊2
によるインテリジェントなパフォーマンス
により、企業の効率化とコスト削減に貢献。

指紋センサーで
認証の煩わしさを解消※1
センサー部分に指を滑らせるだけで、
パスワード
を入力しなくても即座にログイン。LEDを備え、
一目で指紋センサーの状態を認識できます。
複数ユーザーの指紋を登録 ※2でき、PCは共用
しても、指紋ごとに別ユーザーID/パスワードで
ログイン可能です。
※ 指紋センサーを搭載していないモデルもござい ます。
※1 指紋認証技術は100％完全な本人認証・照合を保証するものではありません。また、
まれに個人差により指紋情報が少ないなどの
理由で登録できない場合があります。指紋センサーを使用されたこと、
または使用できなかったことによって生じるいかなる損害
に関しても、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
※2 パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワードには最大21個の指紋が登録できます。
また、WindowsはユーザーIDごとに10個ずつ登録可能です。

＊2の説明は、
裏面をご覧ください。

Windows®. 壁のない世界へ。Lenovoがお勧めするWindows 7.
ThinkPad X201i

製品

Type（保守用製品番号）
JANコード

ThinkPad X201

3249PZ6

3249PZ7

3249PY4

同上

同上

同上

同上

4560209780517

4560209780500

4560209780661

4560209780678

製品番号
※1

初期導入済OS

3249PY5

Windows® 7 Professional（32bit）正規版
Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition正規版、Windows Vista® Business（32bit）正規版、Windows Vista® Business（64bit）正規版、Windows Vista® Home Premium（32bit）正規版、
Windows Vista® Home Basic（32bit）正規版、Windows Vista® Ultimate（32bit）正規版、Windows Vista® Ultimate（64bit）正規版、Windows® 7 Professional（32bit）正規版、Windows® 7 Professional（64bit）正規版、
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版、Windows® 7 Home Premium（64bit）正規版、Windows® 7 Ultimate（32bit）正規版、Windows® 7 Ultimate（64bit）正規版
インテル® Core™ i5-450M プロセッサー
インテル® Core™ i7-620M プロセッサー
3MB インテル® スマート・キャッシュ
3MB インテル® スマート・キャッシュ
2.4GHz（ターボ・ブースト利用時最大2.66GHz）
2.66GHz（ターボ・ブースト利用時最大3.06GHz ）
DDR3（動作クロック 1066MHz）
DDR3（動作クロック 1066MHz）
モバイル インテル® QM57 Express チップセット

稼働確認OS

CPU
三次キャッシュ
プロセッサー動作周波数
統合メモリ・コントローラー
チップセット
インテル® AMT対応
セキュリティー･チップ
（TPM）
その他のセキュリティー機能
指紋センサー
主記憶（RAM）容量
（標準/最大）
主記憶RAMスロット数
補助記憶装置 FDD
（内蔵）
HDD

なし

あり
あり
（TCG V1.2準拠）
セキュリティー・キーホール、ThinkVantageパスワード・マネージャー

なし

あり

（PC3-8500 DDR3 SDRAM）
2GB（2GBx1）
/8GB
2（空1）

（PC3-8500 DDR3 SDRAM）
4GB（2GBx2）
/8GB
2（空0）
なし

（シリアルATA/2.5インチ）
320GB（5400rpm）

（シリアルATA/2.5インチ）
500GB（7200rpm）
非対応
対応
なし
なし
CPU内蔵（モバイル インテル® HDグラフィックス）
最大1.7GB（メインメモリーと共有）
LEDバックライト付 12.1型WXGA TFT液晶（1,280×800ドット、1,677万色）
2,048×1,536ドット、1,677万色
モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、
ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠
あり
（200万画素）
なし
Expressカード / 54mm 1スロット
3 in 1 メディアカード・リーダー（SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード）
5 in 1 メディアカード・リーダー（SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード、メモリースティック、メモリースティックPro）
フルサイズ・キーボード
（6列配列）
、
89キー + Fnキー、PgUpキー + PdDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ（トラックポイント、マルチジェスチャー・タッチパッド）
なし
V.90（56kbps/14.4kbps）、スピーカーフォン・留守番電話機能無し
インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
なし
Bluetooth v2.1 + EDR準拠（：通信距離 約10ｍ：通信速度最大2178kbps）
内蔵 ※3

RAID構成
SSD
CD/DVD/CD-R/Blu-ray
インテル® ターボ・メモリー
ビデオ・チップ
ビデオRAM容量
ディスプレイ
外部接続時
オーディオ機能
内蔵カメラ
PCカード･スロット
Expressカード･スロット
その他のカード･スロット
キーボード
赤外線通信/内蔵モデム（データ/FAX速度）※2
ワイヤレス
※2

Bluetooth
WiMAX

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

イーサネット
インターフェース
（ポート）
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm
質量（バッテリー・パックを含む）
消費電力最大/標準/低電力
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2007年度 省エネ基準達成効率）
電源 バッテリー･パック/ACアダプター
使用時間 JEITA測定法1.0
充電時間
主な付属品

Microsoft® Office

モニター
（VGA）
、
RJ-45（LAN）、RJ-11（モデム）、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0x3、電源ジャック、Ultrabase用ドッキング・コネクター

295x210x20.7-35.3mm
約1.6kg
Webをご参照ください
Webをご参照ください
9 セル Li-Ion システム・バッテリー
Webをご参照ください
Webをご参照ください

12.8時間
4.3時間（パワーオフ/サスペンド）4.3-6.0時間（使用時）
バッテリー・パック、ACアダプター、
電源コード、
マニュアル、
Officeメディア（該当モデルのみ）
なし
なし
Microsoft® Office Home and Business 2010
1年
引き取り修理
修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）
に準ずる

Microsoft® Office Home and Business 2010
※4

保証期間
国内での修理
海外での修理

※1 詳しい製品仕様（注釈など）および最新の価格は、http://www.lenovo.com/jp/pc/bs から上記製品URL を必ずご確認ください。 ※2 表示の数値は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。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
との契約が必要となります。 ※4 バッテリーの保証は1年となります。
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。 ※3 WiMAXを利用する場合は別途プロバイダー（有償）

ThinkPad X201/X201i の可能性を広げる、豊富なオプション製品
ThinkPad X200

使用シーンを広げる豊富なバッテリーオプション
RJ-45（LAN） ヘッドホン出力

ウルトラベース
（43R8781）

ケンジントン・
ケーブル・コネクタ

4セル・リチウム・イオン・
バッテリー

X201/X201i

アナログVGA

USBポート

用途

ACコネクター

6セル・リチウム・イオン・
バッテリー

9セル・リチウムイオン・
大容量バッテリー

ドッキング・コネクタ
バッテリー・
コネクタ

43R9253

43R9254

43R9255

社内の会議、近距離での外出

●

̶

̶

中距離もしくは、終日の外出

̶

●

̶

長距離もしくは、2日間の外出

̶

̶

●

製品番号
USBポート×3
DisplayPort
ウルトラベイ・ セキュリティー・
スリムドライブ キー用スロット マイク入力

ThinkPad

ThinkPad

シリアルATA
CDRW・DVD-ROM
ウルトラベイ・スリム・
ドライブ
（43N3213）

シリアルATA
DVDスーパーマルチ・
ウルトラベイ・スリム・
ドライブ
（43N3214）

ThinkPad

Bluetooth
シリアルATA
レーザー・マウス
ハード ディスク・ベイ・
アダプターⅡ
（43R1980） （41U5008）
※HDDは付属していません

お客様サポート
（ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ）

ThinkPad, ThinkCentre に関するお問い合わせ

ThinkPad

ThinkPad

ウルトラポータブル・ USB 160GB
ポータブル・セキュア・
ケース
ハードディスク
（41U5062）
（43R2018）

X200/X200s
解像度WXGA用
12インチ
プライバシー
フィルター
（55Y9264）

購入後相談窓口 レノボ・テックライン
修理窓口

スマートセンター

※製品番号とシリアルナンバーをあらかじめご用意ください。

レノボが推進する環境基準
環境マネジメント
基準
「EPEAT」ゴールド

Lenovo
ThinkPlus
90W ウルトラスリム トラックポイント・
キャップ・コレクション
AC/DC コンボ・
アダプター
（73P2698）
（41R4500）

J-Moss

ENERGY STAR

グリーン

J-Moss

PCグリーンラベル
PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準
（2009年度版）
を満たしています。
詳細は、
Webサイトをご覧ください。
http://www.pc3r.jp

有害物質規制
「RoHS指令」

インテル® Core™ i7
vPro™ プロセッサー

0120-007-186（フリーダイヤル）
0120-20-5550（フリーダイヤル）
0570-064-600（携帯電話からのお客様用：通話料お客様負担）

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。

国際省電力基準

約3.8時間
約7.6時間
約12.8時間

※バッテリー駆動時間はWindows® 7 において計測した数値になります。

ThinkPad

ThinkPad

シリアルATA
ブルーレイ・ウルトラベイ・
スリム・
ドライブ
（43N3215）

バッテリー
駆動時間

省エネ法に基づく
エネルギー
消費効率
（省エネ法の対応）

受付時間：月〜金
9：00〜18：00
（土・日・祝日、12月30日〜1月3日を除く）

PCリサイクル 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www.lenovo.com/jp/environmentにアクセスして、PCリサイクル・
サービス
（家庭系）
より
「PCリサイクルマークのお申し込み」
よりご覧ください。

＊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
を参照してください。
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）
同テクノロジーの機能に対応したプロセッサーを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、
ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、
各PCメー
＊2.インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、
カーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/ を参照してください。
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、
Lenovo、
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、Centrino、Centrino Inside、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、
Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および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。

●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
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
ります。●このカタログの情報は2010年8月現在のものです。●製品、
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、2010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。

〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階
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