
ThinkPad A285
最新のAMD Ryzen™ PROを搭載し、
モバイル性を追求した12.5型ノートPC

12.5型ハイパフォーマンス・モバイル

12.5型ワイド

最薄部約17.4mm、質量約1.13kg～の薄型軽量ボディーに、
高いグラフィックス性能を誇るAMD Ryzen™ PROを搭載。
指紋認証やオプションで搭載可能な
IRカメラによる顔認証サインイン、
最大512GBのSSDストレージで快適に作業が行えます。
コンパクトな筐体にパフォーマンスを兼ね備えた一台です。

AMD Ryzen™ PROを搭載し、高いパフォーマンスを凝縮
ThinkPad A285は、Radeon™ Vegaグラフィックスを統合したAPU、AMD Ryzen™ 7/5/3 PROを搭載。充実のグラフィックス性能、急速充電可能な
バッテリー※や静音性で、ビジネス利用にも適したプロセッサーです。 ※65W ACアダプターが必要です

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

ビジネス利用にも適したWindows 10 Pro搭載※

使いやすさはそのままに、よりパワーアップしたWindows 10 Proを搭載。進化
したスタートメニューを備え、簡単に作業を開始でき、中断した作業もすばやく
再開できます。 ※モデルにより異なります

高速接続が可能なUSB 3.0を2つ搭載
最大5Gbpsの高速データ転送に対応したUSB 3.0ポートを2つ備え、複数の
周辺機器も無理なく接続できます。そのうち1つはPowered USBを採用。PCを
起動していない時でも、USBからの充電が可能です。

映像出力が可能なUSB Type-C
データ転送速度に優れ、映像出力に対応したUSB Type-C（USB3.1）を搭載。
その他、USB 3.0、HDMIなど、各種ポート類を備えています。

厳しい品質テストをクリア
落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の
使用状況に即した品質テストを実施。また米軍の軍事調達基準MIL-SPECを
クリアし、高い堅牢性を実現しています。

長時間のモバイル作業を確保
モバイル環境でも長時間の稼動を確保する新開発の高性能バッテリーを採用。
最大約10.9時間におよぶバッテリー駆動時間を確保しました。また1時間で
約80％まで充電できる急速充電に対応しています。 ※JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時

使いやすさ重視の2つのポインティングデバイス
キーボードのホームポジションに指を置いたまま、指先で素早く操作できる
ThinkPad独自のトラックポイントに加え、TouchPadはPrecision TouchPadに
対応。さらに押しやすいクリックボタンを搭載し、使いやすくて快適な操作性を
実現しています。

各種セキュリティー強化機能
指紋認証に加えて、Windows Hello＊による顔認証サインインに対応。パス
ワード入力の手間を削減するとともに、セキュリティーの強化を図ることができ
ます。またプライバシー保護やセキュリティー対策に有効な開閉式カメラ
カバーThinkShutterを搭載しています。 ＊IRカメラ搭載モデルのみ

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

ビジネス利用に適したAMD PRO採用
企業向け管理機能「DASH」を標準サポートし、システム管理者がWebブラ
ウザを利用して、遠隔での操作やBIOSの管理ができます。さらにMicrosoft 
Device Guard、Windows Hello、データセキュリティー機能を備え、ビジネス
シーンでの利用に最適です。



PCを高い信頼性で保護し、
書類や他のツールも十分に収納

正面以外からの視線を遮り、
左右からの「のぞき見」を防止

ThinkPad プロフェッショナル 15.6インチ
スリムトップロードケース
（4X40Q26385）

12.5インチワイド プライバシーフィルター 
（0A61770）

ThinkPadの安心の保証
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。
※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」をご参照ください。

■ 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。
※1 日本国内限定

■ 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。

■ 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。 
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht505335
※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。

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、Offi  ce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。AMD、AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせ、および、商標情報（Trademark Information）のページに掲載
されたその他の商標（但しこれらに限定されません）は、Advanced Micro Devices, Inc.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ります。 ●このカタログの情報は2018年9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、2018年9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。

〒101-0021　東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX 

製品についてのご相談、ご購入

ver.1 18-09

0120-68-6200
販売店よりご購入を検討されている方

Webにてご購入を検討されている方　

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：30
（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

direct01_jp@lenovo.com

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

0120-498-170　
ビジネス・パートナー様向け総合窓口　

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）

L_pitch@lenovo.com
販売店からご購入を検討されている方（Business With Lenovo）

http://www.lenovojp.com/business/

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。

安全に関するご注意

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https://www.lenovo.com/
jp/ja/environment/をご参照ください。

ThinkPad A285の可能性を広げる、豊富なオプション製品 ※写真はイメージです。

ケーブルで1本でThinkPadとドッキング

ThinkPad USB Type-C ドック
（40A90090JP） 

ケーブルを1本接続するだけで
生産性の向上に必要となる、
ビデオモニター接続、USB3.1での
データ伝送、有線LAN接続、各種
USB機器への接続等全ての
ニーズを満たしつつ、PC本体へ
の給電も同時に実現します。

あらゆるビジネス・シーンにマッチする
スリムなデザインを採用。持ちやすいハン
ドル・グリップ、保護パッド付きショルダー
ストラップ、多数のポケットなど、さまざま
な配慮を随所に施しました。

※写真はX270です。

インターフェース

なる、
での
各種
ての
体へ
。

ナル 15.6インチ
ス

12.5イ
（0A6617

ッチする
すいハン
ショルダー
さまざま

※写真真は

④ ⑤ ⑦⑥ ⑧

②① ③

① スマートカードリーダー
②Powered USB3.0
③セキュリティースロット
④電源コネクター
⑤ USB Type-C
⑥ USB3.0
⑦HDMIポート
⑧ マイクロフォン/ヘッドフォン・
コンボ・ジャック

［左側面］

［右側面］

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 A285

初期導入済OS Windows 10 Pro 64bit （日本語版）

CPU AMD Ryzen™ 7 PRO 2700U AMD Ryzen™ 5 PRO 2500U AMD Ryzen™ 3 PRO 2300U
HDD／SSD SSD最大256GB（PCIe NVMe OPAL2.0 対応）
メモリ容量 最大8GB

ディスプレイ
LEDバックライト付 12.5型 HD TN液晶 （1,366×768ドット、1,677万色以上、16：9）、光沢なし／
LEDバックライト付 12.5型 FHD IPS液晶（1,920×1,080ドット、1,677万色以上、16:9）、光沢なし／
LEDバックライト付 12.5型 HD TN液晶（1,366×768ドット、1,677万色以上、16:9）、光沢なし

インターフェース USB Type-C 3.1×2（Video-out機能付き）、USB3.0×2（内、1ポートがPowered USB対応）、
ディスプレイ関連ポート：HDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

オプティカルドライブ なし
イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（イーサネット拡張コネクター×1 搭載）
ワイヤレス ThinkPad 2×2 ac/a/b/g/n
バッテリー使用時間 約10.9時間（最大）　JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時＊1

本体寸法 約307.7（W）×209.8（D）×17.4-17.8（H）mm
質量＊2 約1.13kg～（内蔵バッテリー含む）（最小構成時）
保証期間 3年／引き取り修理 1年／引き取り修理
＊1 構成によって異なります ＊2 本体構成およびご利用状況によって異なります。 

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.
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