
より薄く、より軽く進化したThinkPad L580。
Windows 10 Pro、インテル®の最新CPU※1を搭載しています。
USB Type-C、RJ-45、HDMIなど、ポート類も充実し、
指紋認証、急速充電※2、快適な操作性など、
使いやすさを追求しました。
オフィスニーズに応えるメインストリーム・ノートブックです。
※1 モデルにより異なります　

※2 65W ACアダプターが必要です。専用の外付けグラフィックスを搭載する場合は急速充電非対応となります

信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト
ビジネスPCに求められる高い信頼性と耐久性のた
めに、ThinkPad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試験を繰り返し実施※。
抜群の堅牢性を実現し、過酷な環境でも使用できる
高い品質をお届けします。
※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。

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

テンキーを装備した、6列Precision Keyboard
L580ではテンキーを採用し、入力作業の効率化を
実現。大規模なユーザー調査結果に基づいた、最適
な形状の6列キーボードは、スロープ形状のキートッ
プ表面で、指に吸い付くような快適な操作感を提供
します。また、ソフト・ランディング（軟着地）にチューニン
グされたキータッチ、ロールケージに固定するたわみの少ない取り付け方法
など、長時間でも疲れにくい工夫が施されています。

インテル®の最新プロセッサーを採用※

第8世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載※。最大4つのコアを
備え、処理性能が大幅に向上しました。前世代モデルと比べ、最高で約40％の
高速化を実現しました。 ※モデルにより異なります

USB Type-Cを搭載
データ転送速度に優れたUSB Type-C（USB 3.1）を搭載。その他、各種ポート類を
備え、高い拡張性を誇ります。

1時間で約80％の充電が可能※

急速充電機能Lenovo Rapid Chargeにより、1時間で約80％充電することができ
ます※。まとまった時間充電できない場合でも、短時間でしっかり充電ができる
ので便利です。
※65W ACアダプターが必要です。専用の外付けグラフィックスを搭載する場合は急速充電非対応となります

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。

セキュアな指紋認証
ひとつの動作で認証作業が行えるタッチ式の指紋認証を採用。さらに読み取っ
た指紋データは認証チップ内に保存されるため、情報が流出する心配があり
ません。また複数のユーザー認証も可能。登録した指紋に応じて別ユーザー
ID/パスワードでログインすることもできます。

3つのドッキングステーションに対応
簡単にThinkPadを拡張できるドッキングステーショ
ンに対応。ThinkPad ベーシック ドッキングステー
ション、ThinkPad プロ ドッキングステーション、
ThinkPad ウルトラ ドッキングステーションの各モデ
ルに対応し、用途に応じてお選びいただけます。大画
面モニターや周辺機器にワンステップで接続でき、オフィス内で高い生産性を
発揮します。
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ThinkPad L580
性能、信頼性、コストを追求した
薄型軽量ビジネスノートブック

15.6型メインストリーム・ノートブック

15.6型ワイド

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.



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 L580
初期導入済OS Windows 10 Pro 64bit（日本語版） 

CPU 第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／
第7世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第7世代インテル® Core™ i3 プロセッサー／第7世代インテル® Celeron® プロセッサー

ストレージ 最大2TB HDD、512GB SSD (さらに高速なNVMe 選択可能）
メモリ容量 最大32GB DDR4（2DIMM）
グラフィックス インテル® HD グラフィックス 620、インテル® UHD グラフィックス 620、AMD R17M-M1-70
オプティカルドライブ なし

ディスプレイ LEDバックライト付 15.6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 15.6型 FHD IPS液晶 （1,920×1,080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×1、イーサネット： RJ-45×1、ドッキングコネクター×1（USB Type C×2と兼用）

イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 ac/a/b/g/n
内蔵LTE 選択可（SIMフリー：nano SIM）
バッテリー使用時間*1 最大約11.9時間　JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時*1

本体寸法 約376.5（W）×254.5（D）×22.95（H）mm 
質量*2 約2.0kg～
保証期間 1年または3年／引き取り修理
*1 構成によって異なります *2 本体構成および利用状況によって異なります 

① ② ③

【右側面】

【左側面】

① マイクロフォン/ヘッドフォン・
コンボ・ジャック
②USB 3.0
③セキュリティーキーホール
④USB Type-C 3.1
⑤Powered USB3.0
⑥HDMIポート
⑦microSDメディアカードリーダー
⑧RJ-45

※ドッキングコネクター(赤枠で囲まれたUSB Type-C×2と兼用)

⑤ ⑥ ⑦ ⑧④

製品についてのご相談、ご購入

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）

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）

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/

direct01_jp@lenovo.com L_pitch@lenovo.com
〒101-0021　東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX 
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ThinkPad L580の可能性を広げる、豊富なオプション製品

●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2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2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、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。

インターフェース

※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。

※1 日本国内限定

■ 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。

■ 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。

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。

ThinkPadの安心の保証

■ 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。 http://www.lenovo.com/jp/iws
※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。

安全に関するご注意
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。

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http://www.lenovo.com/
services_warranty/jp/ja/recycle/personal/index.htmlをご参照ください。

ThinkPad ハイブリッド 
USB Type-C/Type-A ドック
（40AF0135JP）

各種ケーブルの接続・取り外しの手間を省き、生産性の向上に貢献

【仕様】
•ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
•DisplayPort1.4　•VGAポート
•USB2.0ポート　•Powered USB3.1ポート（Gen1）
•USB3.0ポート　•RJ45（ギガビット）
•セキュリティーキーホール

【仕様】
•ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
•DisplayPort1.4　•USB2.0ポート
•Powered USB3.1ポート（Gen1）
•USB3.0ポート　•USB Type-Cポート
•RJ45（ギガビット）　•セキュリティーキーホール

【仕様】
•ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
•HDMI2.0ポート　•DisplayPort1.4　•VGAポート
•Powered USB3.1ポート（Gen2）
•USB3.1ポート（Gen2）　•USB Type-Cポート
•RJ45（ギガビット）　•セキュリティーキーホール

【仕様】
•ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
•DisplayPort1.4 •VGAポート
•USB2.0ポート　•Powered USB3.1ポート（Gen1）
•USB3.0ポート　•RJ45（ギガビット）

【仕様】
•ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
•DisplayPort1.4　•USB2.0ポート
•Powered USB3.1ポート（Gen1）
•USB3 0ポート •USB Type-Cポート

【仕様】
•ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
•HDMI2.0ポート •DisplayPort1.4　•VGAポート
•Powered USB3.1ポート（Gen2）

ThinkPad 
ベーシック ドッキングステーション
（40AG0090JP）

ThinkPad 
プロ ドッキングステーション
（40AH0135JP）

ThinkPad 
ウルトラ ドッキングステーション
（40AJ0135JP）

ThinkPad ドッキングステーションは、サイドコネクター設計の新しいThinkPad専用のメカニカル ドッキングステーションソリューションです。
各種ケーブルの接続・取り外しという無駄な作業時間からユーザーを解放することにより、生産性の向上に寄与します。
WOLやPXEブート及びMACアドレスパススルーに対応し、より厳密なセキュリティー要件が必要とされるエンタープライズのお客様に最適です※1。

【仕様】
•マイクロフォンコンボジャック
•DisplayPort×2　•HDMIポート×2　
•USB2.0ポート×2　•USB3.1ポート×3
•USB Type-C＊1　
•USB Type-C（ThinkPad本体接続用）＊2　
•RJ45（ギガビット）
＊1 データ転送のみ及び5V,3Aの電源供給のみ、
ビデオ出力はできません

＊2 USB Type-Aのみを搭載しているThinkPadに
ついては、ドックからの給電はできません。

C/Type A ドック
）

ォンコンボジャックク

※1 WOL、PXEブート、MAC アドレスのパススルーをサポートするThinkPadが対象です。
※写真はイメージです。

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.
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