
個人のお客様・個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数500名まで）のお客様 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

製品についての詳細情報および価格情報は・・・

0120-804-545
www.lenovo.com/jp/no2/
中規模企業・大規模企業（従業員数500名以上）のお客様

www.lenovo.com/jp/no1/
個人のお客様、個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数500名まで）のお客様

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

ThinkStation® E30 の可能性を広げる、豊富なオプション製品

ThinkPlus プリファード・プロ
USB指紋認証キーボード（日本語）
（73P4748）

2GB PC3-10600 1333MHz 
DDR3 ECC UDIMM WSメモリー
（43R2033）

Lenovo 500GB 7200rpm 
シリアル ATAハード・ディスク
（43R1990）

ThinkStation 250GB 
15000 rpm SAS ハード・ディスク
（41N3015）

ThinkVisionモニター

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision 
L2251p Wide モニター
（2572HD6）
●22インチ（1680×1050）TFTモニター
●アナログRGB、DVI-D

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision 
L2440p Wide モニター
（4420HB2）
●24インチ（1920×1200）TFTモニター
●アナログRGB、デジタルRGB

■ 翌営業日対応オンサイト修理サービス※

ThinkPlus Services  http://www.lenovo.com/jp/pc/thinkplus/

http://www.lenovo.com/jp/pc/hosyutype/
お客様の機器設置場所までオンサイト（出張）修理に伺います。
※ 日本国内限定

■ パーツ送付サービス（CRU）※
http://www.lenovo.com/jp/pc/cru/
迅速な障害復旧のための交換可能部品（HDD、キーボード、マウスなど）の送付。
※ 日本国内限定

ThinkStationの安心の保証内容
このカタログに掲載されているThinkStaion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。

ThinkPlusはThinkStationをご購入のお客様に、保証/保守サービスのサービス･レベルとサービス期間をアップグレードするものです。

■ IWS（International Warranty Service）

Lenovo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。

● ご購入時に適用されている上記保証内容は有効期間基本１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、上記サイトで確認す
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。

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。
※ 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。

■ PCサポート 最新のテクニカル情報を
オンラインにてご提供。

窓 口

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。
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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7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7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、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。

＊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® AMT に対応したチップセット、ネットワーク・ハードウェア、ソフトウェアを搭載し、インテル® AMT の機能が有効化されたシステムが、企業LAN に接続されている必要があります。ノートブックPC の場合、ホストOS ベースのVPN 上や、ワイヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリー
プ時、ハイバネーション時、電源切断時には、インテル® AMT を利用できないことや、一部の機能が制限されることがあります。実際の結果はハードウェア、セットアップ、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/platform-technology/intel-amt/ を参
照してください。

ワークステーション : インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー
プロのクリエイターにはプロ向けのツールが必要です。インテル® 
Xeon®  プロセッサー E3 ファミリーを搭載したワークステーションは、
基本的なデータ分析、CAD、デジタル・アニメーション、3D イメージング
作業に必要なインテリジェントなパフォーマンスを備えています。また
インテル®  HD グラフィックス P3000 により、ユーザーの無限の可能性
を引き出します。

IT タスクによる作業の中断を最小限に抑え稼動時間を向上させる、
インテル® vPro™ テクノロジーにも対応することで、スマートな IT 投
資を実現します。※
※インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化を行う
必要があります。利用できる機能と得られる結果は、ハードウェア、ソフトウェア、IT 環境のセットアップ
と構成によって異なります。詳細については、 www.intel.com/technology/vpro/index.htm （英語） 
を参照してください。

NVIDIA NVS 450 Quad 
DisplayPort グラフィック・カード
（57Y4398）

ディスプレイポートDVI-D
変換ケーブル
（45J7915）

Lenovo Kensington マイクロ
セーバー・セキュリティー・ケーブル
（73P2582）

Ergotron LX
デスク・マウント・アーム
（OA60934）

環境マネジメント
基準
「EPEAT」ゴールド

省エネ法に基づく
エネルギー
消費効率
（省エネ法の対応）

有害物質規制
「RoHS指令」

ビジネスを
パフォーマンスで支援する
エントリー・ワークステーション

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

インテル® Xeon® 
プロセッサー E3 
ファミリー搭載

THINKSTATION E30
エントリー・ワークステーション

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。

ThinkStation E30

CPU インテル® Core i3-2100／インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280／インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245／
インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220／インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240

OS Windows® 7 Professional with Service Pack 1（ SP1） 64bit 正規版
HDD/SSD 250GB（7200rpm/シリアルATA/3.5インチ）HDD／160GB（シリアルATA/2.5インチ）SSD
RAM 4GB（2GB×2）（PC3-10600 DDR3 ECC UDIMM / 32GB）
ドライブ DVD スーパーマルチドライブ
本体寸法 175×431×426mm
質量 11.2kg
保証 3年／翌営業日対応

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

エントリー・ワークステーションに
必要なすべての

ビジュアルパワーを提供

インテル® 
Xeon® プロセッサー E3 

ファミリー



ビジネスユースに耐える信頼性と優れた
生産性を備え、充実のパフォーマンスと
優れた初期導入コストを実現。
最新技術の導入で長期のライフサイクルを
獲得したエントリー・ワークステーション
ThinkStation E30。

高度なビジネスの最前線に欠かせないワークステーションに求められる基準は、

卓越したパフォーマンスと優れた信頼性。

中でも、マシンパワーを必要とするデジタルコンテンツ制作業務や

CAD設計業務、ファイナンシャル業務などには、ビジネスに最適化された

信頼のおけるマシンを選択することが業務効率の向上には欠かせません。

ThinkStation E30は、優れた初期導入コストを実現しつつも、

最先端の技術を惜しみなく投入し長期のライフサイクルを実現。

優れたユーザビリティと機能性を高いレベルで融合した、

エントリーレベルのワークステーション。

企業の厳しい選択基準に応える高性能を確保し、

社会の求める環境性能を余裕でクリア。

ビジネスのプロフェッショナルに応える1台です。

導入コストに優れる内蔵グラフィック
ThinkStation E30では、インテル®HDグラフィックスを内蔵したパワフルな
プロセッサーを選択することが可能です。Web制作やオフィス系ソフトの
利用など、簡易な用途であれば、オプションの拡張グラフィックスによる
カスタマイズをすることなく、快適で必要十分な表示と操作性を実現します。

高負荷時の演算回数を増やし 高速処理を実現
搭載されている新しいプロセッサーは、起動時や高負荷時の一定の条件を
満たした場合に、各コアの定格クロック速度を一時的に高めて処理速度を
大幅に高速化するインテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0*2を採用。
定格クロック速度をTDPの限度以上まで一時的に高めて処理速度を
高速化。負荷に応じて柔軟なクロック速度を利用することで、システム
パフォーマンスを高めます。

最大6GBの高速転送を実現するSATA3.0採用※

ThinkStation E30には、内蔵HDDや拡張カードとの高速データ転送を可能
にする SATA3.0規格を採用。従来規格比で約2倍の6Gbpsの転送速度を
実現し、データアクセスの高速化を実現。起動やHDDアクセス時のレイ
テンシを低減し軽快な作業を実現します。
※今後リリース予定のSATA3.0対応HDD使用時に有効です。互換性がありますので、現行のSATA2.0 HDDを
　ご使用いただけます。

新世代テクノロジーが凝縮されたCPUで高性能を実現 
ThinkStation E30の心臓部であるプロセッサーは、最新のインテル® マイク
ロアーキテクチャー（Sandy Bridge※）で設計されたインテル® Xeon® プロ
セッサー E3 ファミリーか第2世代インテル® Core™ i3 プロセッサーから
選択可能。先端の32nmのプロセス技術で生産されたプロセッサーを
搭載することにより、圧倒的な処理能力と省電力性を両立。最大8GBの
大容量キャッシュを搭載し、ワークステーションに求められる高度なコン
ピューティングと信頼性を確保し、快適な作業環境を実現します。
※開発コード名

作業を効率化する高速HDDとSSDをサポート
ミニタワーの筺体には、データストレージを2スロット装備。ストレージには
HDDに加え、データアクセスを大幅に高速化し、省エネルギー性に優れる
SSDに対応（80GB・160GB）。大容量データにアクセスが多い業務にも快適
で作業性に優れる信頼性の高いシステム構築が可能です。

快適な作業環境を実現する
筺体設計
ThinkStation E30のミニタワー筺体は、内部機器へのアクセスをツール
レスで行える便利なデザインを採用。同時に、外気をプロセッサーに効率
的に導入するエアフロー設計を採用した他、大径ファンを低回転で回転
させることにより効率的な排熱を実現し、待機時24dBの静音性を確保。
快適な作業空間を実現します。

並列処理で高速化を実現する最先端テクノロジー
処理能力に余裕のあるコアのリソースを活用し、並行処理によって効率
的にデータ処理する技術がインテル® ハイパースレッディング・テクノロ
ジー。*1対応する高度にスレッド化されたアプリケーションでは、4コアを
持つインテル® Xeon® E3-1200ファミリー搭載機なら、最大8スレッドを
同時並行処理することにより複数のタスクを効率的に処理することが
可能です。

最大5画面マルチディスプレイ対応
ThinkStation E30は、業務の効率化に効果的なマルチディスプレイに
対応。内蔵グラフィックスを選択し、グラフィックカードを増設することで
最大5画面の高精細ディスプレイへの表示が可能になります。デジタル
コンテンツの制作やファイナンス業務など、多画面表示による業務の
効率化と生産性を向上します。

各種アプリケーションベンダーの認定を取得
ThinkStation E30は、ワークステーションで利用される代表的なソフトベン
ダー各社からISV認定を取得。アプリケーションとの適合性が事前に確認されて
いるため、開梱後すぐに高度な各種ソフトを動かすことが可能です。アプリ
ケーションの動作確認済みで、導入時から安心して業務にお使いいただけます。

TCOの削減に寄与する
高い環境性能
ThinkStation E30は、筺体などに65%の再生プラスチックを採用。さらに
効率の高い電源を採用し、ENERGY STAR規格に適合。また、RoHS指令に
準拠し、各種の環境基準をクリアしています。

データの安全性を高めるRAID対応
ThinkStation E30には、重要なデータ保存に欠かせないRAIDシステムにも
対応。物理的な障害のリスクを低減し、データの2重化によるシステム障害
への安全性を高め、冗長性を確保することが可能です。標準でRAID0と1に
対応可能で、安全性の高いシステム運用を実現します。

インテル® AMT対応
インテル® アクティブ・マネジメント・ テクノロジーに対応。ハードウェア上
に実装したOSに依存しないリモートからの運用管理機能を搭載。遠隔地
からモニタリングやパッチの適用、ブルースクリーンからの起動、電源管理
などデスクサイドサポートの手間を低減し、TCOの削減と運用管理業務の
大幅な効率化に貢献します。

情報流出を防ぐ
 多重セキュリティーシステム採用
ThinkStation E30には、情報漏えいを防ぎ企業統治に貢献する多重の
セキュリティー機能を採用。OSレベルのパスワード設定に加えて、各
USBコネクタの有効化/無効化、パワーオンパスワードや管理者パス
ワード、ハードディスクパスワードなど、多重にセキュリティーシステム
を採用。TCG V1.2準拠のセキュリティー・チップ（TPM）を有し、不正な
PC起動やHDD自体を他のPCでの起動を防止。物理的な盗難防止用の
キーホールも装備しています。

ThinkStation E30は、最新テクノロジーの採用により、シス
テムパフォーマンスを大幅に向上。最大約25%処理速度を
向上し、グラフィック高速処理を実現。また、最大32GB※の
ECCメモリー対応で大容量データの作業効率を向上。アプ
リケーションの処理速度も高め快適な作業を実現します。
※製品発表時の最大メモリー容量は16GBです。2011年秋リリース予定の8GB DIMMにて
　最大32GBをサポート致します。

パワフルな処理能力が
生産性の向上を実現

デジタルコンテンツ制作

最新のプロセッサーは、グラフィック能力を大幅に向上。
特に、レンダリングや描画速度の向上にインテル® 
ターボ・ブースト・テクノロジー2.0＊2が効果を発揮。
ロスタイムを減少します。また、AutoCADなど、代表的な
CADソフトベンダーによるISV認定を取得済で、導入
後すぐに安心して使えることも大きなメリットです。

ロスタイムの減少で
快適な作業が可能に

CADユーザー

ThinkStation E30は、少しのミスも許されないファイナン
シャル業務に最適な高い信頼性を確保。標準でサポート
するRAID構成やECCメモリーの採用。さらに、セキュリ
ティー性に配慮された多重のパスワード設定など、充実
したシステムでセキュアな環境を構築可能。業務に欠か
せない最大5画面のマルチディスプレイにも対応します。

高い信頼性と高度な
処理能力を確保

ファイナンス業務

BIMソリューションの導入がすすむ建築設計業務で真価を
発揮。インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー、
NVIDIA® の高性能グラフィックボードにより、大容量
メモリーを利用して快適でスムーズな設計作業が可能です。

高いパフォーマンスで、
作業速度が大幅に向上

BIMソリューション

THINKSTATION E30
エントリー・ワークステーション

最大32GB※の高い信頼性のECCメモリー搭載可能
データのエラーと発生箇所を検出しエラー修正の機能を持つ、高い信頼
性のECCメモリーをサポート。アクセス速度の速いDDR3-1333のDIMMを
4スロットに最大32GB※まで搭載可能で、障害の予防にも効果的。高画質
動画や大容量データ処理時にも高い作業効率を実現します。
※製品発表時の最大メモリー容量は16GBです。2011年秋リリース予定の8GB DIMMにて最大32GBをサポート
　致します。

インテル® 
Xeon® プロセッサー E3 

ファミリー

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


