
用途に合わせて、スタイルを変えて。
脱着式マルチモード2 in 1モバイル

2 in 1タブレット

10.1型ワイド

タブレット単体で約600g、キーボードと接続しても約1.135kg。
軽量設計で持ち運びに便利な10.1型2 in 1デバイスideapad D330。
インターフェースにはUSB Type-C 3.1、USB Type-A※ 2.0を備え、
各種周辺機器との接続も可能です。
タブレット、ノートPCとしての利用に加え、
資料や動画の閲覧に便利なテントモードにも対応し、
さまざまなビジネスシーンで利用できます。
※Type-Aはキーボード側に搭載

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

Lenovo ideapad D330

優れた省エネ性能を誇るインテル® Celeron® プロセッサー
インテル® Celeron® N4000 プロセッサーを搭載。充分なパフォーマンスと高い
省電力性により、外出先でもストレスなく快適に作業が行えます。

LTE通信対応※

LTE通信に対応したモデルをご用意。高速データ通信により、屋外でも快適に
ネットやメールの確認が行えます。 ※オプショナル

使いやすく、ビジネス利用に適したWindows 10 Pro
さまざまな新機能が追加され、使いやすく進化したWindows 10 Pro搭載。任意
のタイミングでアップデートを行うWindows Update for Businessなどの機能に
より、ビジネス利用にも適しています。

用途に応じて自由に使える  
2 in 1デバイス
約9.5mmの薄型ボディー※に、キーボード
ドックを装着可能。資料を閲覧する時はタブ
レット、文字入力や資料作成の際はノート
PCと、用途に応じて自由に使い分けること
ができます。 ※キーボード装着時は約18.5mm

ド
ブ
ト
と
mm

ビデオ会議に最適な内蔵カメラ
タブレット前面に2Mピクセル、
背面に5Mピクセルのカメラを
採用しています。ビデオ会議な
どにも利用でき、遠隔地からで
もスムーズなコミュニケーショ
ンが可能です。

最大約14.3時間駆動、安心して使える長時間バッテリー
モバイル利用を前提に設計されたD330は、最大約14.3時間の長時間バッテ
リー駆動を実現。出張やお客様先など、充電ができない環境でも1日中バッテ
リー切れの心配がなく、安心して利用できます。

使いやすさを追求した付属のキーボードドック
簡単に接続、取り外しができる付属のキーボードドックは、タイピングがしやす
く、高精細タッチパッドによりピンチインやズームアウトもスムーズ。さらに
キーボードドック側面にはフルサイズUSB 2.0を2つ備え、周辺機器との接続に
も便利です。またタブレットの天板部分をキーボード側に向けて接続すること
で、テントモードにも対応可能。自立型ビューワーとしても利用できます。

前面 背面

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

.135kg。
deapad D330。
2.0を備え、

ビデオ会議に最適な内蔵カメラ



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。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside 
ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane 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 またはその子会社の商標です。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10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10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。

［左側面］

［右側面］

〒101-0021　東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX 

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

① 電源ボタン
②ボリュームボタン
③USB Type-C 3.1
④電源ジャック  
⑤USB 2.0
⑥USB 2.0
⑦マイクロフォン/
　ヘッドフォン・コンボ・ジャック

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。

Lenovo ideapad D330
CPU インテル® Celeron® プロセッサー N4000
初期導入済OS Windows 10 Pro 64bit （日本語版）
eMMC 64GB
メモリ容量 4GB（LPDDR4）
ディスプレイ LEDバックライト付 10.1型 HD IPS液晶 （1,280×800ドット、1,677万色以上16：10） 、マルチタッチ対応（10点）、光沢なし

インターフェース タブレット本体/USB Type-C 3.1×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、
キーボードドック/USB2.0×2

ワイヤレス IEEE802.11ac/a/b/g/n
内蔵LTE なし／LTE-Advance対応
内蔵カメラ 前面：200万画素／背面：500万画素

バッテリー使用時間 約14.3時間（最大）　JEITA測定法 Ver.2.0に基づく測定時

本体寸法 タブレット本体：約249（W）×178（D）×9.5（H）mm、キーボードドック装着時：約249（W）×188（D）×18.5（H）mm
質量 タブレット本体：約600g、キーボードドック装着時：約1.135kg／タブレット本体：約610g、キーボードドック装着時：約1.145kg（LTEモデル）
保証期間 1年間/引き取り修理

ver.18-10

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。

インターフェース

安心サポートNEC レノボ・ジャパン 
グループの

レノボ・スマートセンター : お問い合わせ窓口

フリーコール
（通話料無料）

詳しくは

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対応させていただきます。

営業時間 9:00～18:00 月～日曜＊
＊毎月の休業日は下記Webサイトでご案内しています。

携帯電話・PHS・IP電話の方は  ナビダイヤル：0570-022-205（通話料有料）
0120-000-817
www.lenovo.com/jp/lsmartctr/

［左側面］

［右側面］
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VGAモニターやプロジェクターと接続が可能に 持ち運びに便利なコンパクト・マウス
Lenovo USB C-USB C/VGA
VGAアダプター
（4X90K86568）

ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス 
（0A36407）

Lenovo ideapad D330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。

イーサネット接続が可能に

Lenovo USB Type-C -
イーサネットアダプター
（4X90S91831） 
イーサネット接続を可能に
する携帯に便利な小型アダ
プターです。

充電しながら、VGAモニター
もしくはプロジェクターと接続
することができます。

使用するデスクの表面の影響をほとんど受けない
快適な使用感に加え、高精細レーザーとチルト
ホイール・スクロールにより、さらに正確に操作する
ことが可能なBluetoothマウスです。 
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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
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