
ThinkStation P350 Tiny

世界最小※

ワークステーション

過酷な環境にも
強い
堅牢・静音設計

小型な筐体ながらMIL規格（米国軍
調達基準）テスト10項目をクリア。
高い堅牢性に加え、発熱への対応
や、静音性を実現しています。
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設置場所を選ばない
ウルトラコンパクトサイズ

スタイリッシュでコンパクトなボディで、従来のサイズでは
設置が難しかった場所にも設置可能。ThinkCentre Tiny-
in-Oneと組み合わせれば、机上スペースをスッキリした一
体型としても使用できます。
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【点線は横置き時の実物大】

【実物大】

メカニカル衝撃 極端な温度変化 耐菌高度振動

湿度

室温30〜60℃で
相対湿度95％

24時間×10サイクル

稼働中および
電源オフ状態
複数回テスト

高加速と衝撃パルス
反復18回以上

落下テスト反復26回

高度15,000フィートで
動作テスト

室温－25℃〜60℃で
2時間×3サイクル

5種類のカビが
増殖する部屋の中に

28日間放置

140メッシュのシリカ
粉塵に12時間の
複数回サイクル

稼働時：－21℃ 1時間
梱包時：－25℃ 24時間

稼働時：43℃ 2時間
梱包時：63℃ 24時間

延べ7日間連続の
太陽放射試験

低温 高温 粉塵 太陽放射
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＊ 写真は実際の形状とは異なります。

パワフルなパフォーマンス

最新第11世代インテル®︎ Core™ プロセッサーやPascal™  
アーキテクチャを採用したQuadro®︎ P1000＊を選択可能。 
また、グラフィックにNVIDIA®︎ Quadro®︎ P1000やT600を選択 
することで最大6つのディスプレイに接続でき、金融取引 
などに最適です。さらに、ISV認証を取得しており、アプリ 
ケーションとの互換性や安定稼働、高い運用性で最高の 
パフォーマンスを発揮します。

手のひらサイズのパワフルワークステーションで
ものづくりの現場に「働き方改革」を
1Lサイズの小型ボディーに最新プロセッサー、高性能グラフィックス搭載。
主要なアプリケーションのISV認定を取得し、生産性の最大化を目指す
「ものづくり」の現場に。

※ISV認証取得ワークステーションとして（レノボ調べ：2021年7月13日米国発表時点）
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インターフェース

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

ThinkPadの安心サポート
レノボのワークステーション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。

■ 翌営業日対応オンサイト修理サービス※1

レノボのワークステーションなら3年間翌営業日対応のオンサイト修理を標準で提供。
※1 モニター･セット･モデルの場合は、付属するモニターの保証に準じます。詳しくはモニター･ページをご覧ください。

■ プレミアサポート
専用電話番号と上級アドバイザーによる対応を一台からでも契約可能です（オプション）。

■ パーツ送付サービス（CRU）※2

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。オンサイト環境
の提供がすぐに難しい場合にも便利です。 ※2 日本国内限定

■ 国際保証（IWS）対応※3

日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口に修理を依頼いただけます。
逆に海外で購入したIWS対象製品が日本に持ち込まれた場合、レノボ・スマートセンター

（Lenovo Smart Center）で修理受け付けいたします。  http://www.lenovo.com/jp/iws
※3 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。

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。

［前面］

［背面］

NVIDIA、 NVIDIA のロゴ、米国および/または他国のNVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。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2021年8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。  ●「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。

3D CAD

映像製作

メディカル

組込/制御

BIM/CIM

【ThinkStation P350 Tiny：主な仕様】

プロセッサー 第11世代インテル® Core™ i9 プロセッサー／第11世代インテル® Core™ i7 プロセッサー
第11世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第10世代インテル® Core™ i3 プロセッサー

OS Windows 10 Pro 64bit （日本語版）／Windows 10 Home 64bit（日本語版）
メモリー 最大64GB
グラフィックス インテル® UHD グラフィックス／NVIDIA® Quadro® P1000／NVIDIA® Quadro® T600
ストレージ 最大2TB M.2 NVMe SSD×2
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T （Wake on LAN対応） オンボード

インターフェース
（前面）USB 3.2 Gen2 Type-A×1（内、Powered USB×1）、USB 3.2 Gen2 Type-C×1

（背面）USB 3.2 Gen1 Type-A×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×1（キーボード・パワーオン用）、USB 3.2 Gen2 Type-A×2
セキュリテイ TPM 2.0
本体寸法 幅37×奥行182.9×高さ179mm
電源容量 170W ACアダプター／230W ACアダプター
本体重量  約1.4kg（最大構成時）
保証期間 1年間 /3年間 翌営業日オンサイト修理

長期利用目的の学校や専門学校 
（CG・CAD・DTPの教育現場）

管制センター・TV・CG制作現場 
（多画面・高精細・高信頼）

金融・トレーディングルーム用 
（最大6マルチモニターまで対応）

ヘルスケア ・ メディカルイメージング 
（医療の電子カルテや診察端末）

製品設計、建築、設計 
（2D/3D CAD）

工場制御端末/産業機器 
（組み込み・制御端末）

ものづくりの現場から、新たな専門用途へ

① ② ③ ④

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬

⑤ ⑥

⑫

①�マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
②USB�3.2�Gen2�Type-A×1（内、Powered�USB×1）
③USB�3.2�Gen2�Type-C×1
④�電源ボタン
⑤セキュリティケーブルスロット
⑥Mini�DisplayPort×4（カスタマイズ）
⑦ACアダプター用電源コネクター

⑧DisplayPort
⑨�USB�3.2�Gen1�Type-A×1
⑩HDMI
⑪USB�3.2�Gen1�Type-A×1（キーボード・パワーオン用）
⑫USB�3.2�Gen2�Type-A×2
⑬�イーサネットポート（RJ-45）

〒101-0021　東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX 
レノボ・ジャパン合同会社

製品についてのご相談、ご購入

Webにてご購入を検討されている方

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

販売店より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）

0120-68-6200

hojin_jp@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/

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

0120-498-170
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


