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Powered USB 2.0 ポート

ボリューム・ボタン

ワンアクション・
ラッチ

39T9258

* ここにリストされていない付属品、
  部品の不足や損傷については、
  裏面をご覧ください。 
  
  

または

ThinkPad® 本体 電源コード

トラックポイント・
キャップ (2 個)

 モデム・コード

 AC アダプター

     マニュアル類
- セットアップ・
  インストラクション (本書)
- 使用上の注意と問題判別
- その他補足資料

タブレット・
ディジタイザー・
ペン
- ペン
- 交換用ペン先
- ペン先リムーバー

家庭用コンセントに接続します。

電源を入れます。 

バッテリー・パック

セットアップ・インストラクション

バッテリー・パックを取り付けます。
付属のバッテリー・パックはすぐご使用になれます。

トラックポイントでポイントとクリックを行います。

この作業には多少の時間がかかります。その間、ThinkPad は数回再起動します。
画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。

付属品一覧

UltraConnectTM

ワイヤレス・アンテナ
 

ラッチ

カーソル上下キー

全画面拡大機能
作業中の画面を拡大表示する
ことができます。

プレゼンテーション・
ディレクター

ワイヤレス機器の管理

Fn キー

ブラウザー・キー

電源設定の選択

トラックポイント・
センターボタン

P/N: 39T9258

画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押します。
キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンは、マウスの左右ボタンと同様の働きをします。      

高感度で速度低下の少ない
ワイヤレス通信を可能にします。

文書をスクロールさせたり、
画面の一部を拡大して表示する
ことができます。青字のプリントがあるキーと

組み合わせて使用すると、
ThinkPad のさまざまな機能を
使うことができます。

注: バッテリーのタイプは、
ThinkPad のモデルによって異なります。

EasyEject
ThinkPad に接続した外付け
デバイスを取り外すことが
できます。

 

さらに詳しい機能については、Access IBM ボタンを押してください。
オンライン・マニュアルがご覧になれます。

Bluetooth アンテナ

USB 光学式ドライブを外部電源に
接続することなく使用することができます。

より詳細なセットアップについては、Access IBM ボタンを押すと ThinkPad にインストール
されているオンライン・マニュアルをご覧になれます。

タブレット・デジタイザー・
ペン・ホルダー

指紋センサー

タブレット・デジタイザー・
ペンを使用しない時はここに
保管します

 

ログオン・パスワードの代替と
なる、シンプルでより安全な
アクセス方法です。
(一部のモデルのみ)

明るさ調節

電源ボタン・ロック

Ctrl + Alt + Del

画面ローテーション

タブレット・ショートカット・メニュー

画面の向きを回転させます

タブレット・ショートカットの起動

タブレット・モードに変更します。
ラッチ解除を
スライドさせて
画面を開きます。

 

画面を時計回りに
180 度回転させます。   

画面を閉じて
ラッチを押して
下げます。

電源ボタン

注: ThinkPad をご使用になる前に、
付属の「使用上の注意と問題判別」の
「安全に正しくお使いいただくために」をお読みください。
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ThinkPad X4 ドックを接続すると、ThinkPad X41 Tablet の機能を拡張できます。
詳しくは、青の Access IBM ボタンを押してヘルプ・センターの「キーワード検索」に
「ThinkPad X4 ドック」と入力して検索してください。

39T9258

お名前:

会社名:

モデル番号 (TYPE):

シリアル番号 (S/N):

販売会社または特約店:

PC サポートの Web サイト:

PC ヘルプセンターの電話番号:

一部のモデルには、セキュリティー・チップが内蔵されています。
セキュリティー・チップを使用可能にするソフトウェアついては、ヘルプ・
センターの「キーワード検索」に「セキュリティー・チップ」と入力して、表示
される情報を参照してください。 

一部のモデルには、指紋センサーが装備されています。指紋センサーについて
詳しくは、ヘルプ・センターの「キーワード検索」に「指紋センサー」と入力して、
表示される情報を参照してください。

セキュリティー

SO-DIMM が正しく取り付けられたか確認する

1  ThinkPad の電源をオンにします。

2  「To interrupt normal setup, press the blue Access IBM button」が画面左下に表示されている間に Access IBM 
   ボタンを押します。

3  「構成」の下にある「BIOS へのアクセス」をクリックして「BIOS Setup Utility」を開きます。

4  「Installed memory」項目に、ThinkPad に取り付けられたメモリーの合計量が表示されます。たとえば、標準装備
   のメモリーが 256 MB の ThinkPad に 512 MB SO-DIMM を取り付けた場合、「Installed memory」に表示される
   量は 768 MB になるはずです。

SO-DIMM を取り付ける

8

9 拡張スロット・カバーを取り付け直します。
重要: 拡張スロットのカバーを開けたまま、
ThinkPad を絶対に使用しないでください。
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メモリーの増設

ThinkPad X4 ドック (オプション)

ご使用の ThinkPad にメモリーを増設することができます。 

                       

1

2 ThinkPad の電源をオフにします。

3

4

5 バッテリー・パックを取り外します。

6 拡張スロットの DIMM アイコン横の
ねじを緩めてからカバーを取り外します。

液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad 
を裏返します。

AC アダプターやケーブル類をすべて
取り外します。

SO-DIMM の切り欠きをソケットに正しく合わ
せて、SO-DIMM を 20 度の角度でソケットに
差し込んでから   しっかりと押し込みます   。 

バッテリー・パックを元の位置に戻し、
AC アダプターとケーブルを接続し直します。

ThinkVantage テクノロジーについて詳しくは、キーボード上にある
青い Access IBM ボタンを押してください。

Access Connections
一部のモデルには、ワイヤレス LAN アダプターが装備されています。
ワイヤレス LAN やその他の通信アダプターの設定について詳しくは、ヘルプ・
センターの「キーワード検索」に「Access Connections」と入力して、表示される
情報を参照してください。

マイグレーション
既存のパソコンの設定やデータ・ファイルを取り込み、ThinkPad に移行するこ
とができます。ヘルプ・センターの「キーワード検索」に「データ移行」と入力して、
データ移行のためのソフトウェアの説明をお読みください。

サービスとサポート
サービスとサポートについてお知りになりたい時は、プロダクティビティー・
センターの「学習とヘルプ」→「ヘルプとサポート」を選択し、ヘルプ・センターを
オープンしてください。

* 追加の付属品について:
   1) 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
   2) 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
   3) リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。
 詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の『初期インストール済みソフトウェアのリカバリー』
 を参照してください。

  
  
  

7 SO-DIMM がすでに取り付けられている場合は、
図のようにして取り外します。取り外した 
SO-DIMM は将来の使用に備えて保管しておい
てください。

Cop t Lenovo 2005yrigh

注: ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリーのみをご使用ください。取り付け方法を間違ったり、
サポートされていないメモリーを取り付けたりすると、ThinkPad の起動時にビープ音が鳴ります。

SO-DIMM を取り付ける前に、金属製の
テーブルまたはアースされた金属製品
に触れて、SO-DIMM を損傷する可能性
のある静電気を放電してください。また、
SO-DIMM の端に触れないでください。
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