
13.3型

第10世代インテル® Core™ i7 
プロセッサー搭載

今すぐお買い求めください

品名 Lenovo ideapad S340

製品番号 81UM0024JP
JANコード 4580550808494
本体色 ● プラチナグレー

インストールOS Windows 10 Home 64bit（日本語版）

プロセッサー インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー

動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.90GHz）

キャッシュメモリ 8MB

メインメモリ
標準容量／最大容量 8GB（LPDDR3）／8GB

スロット数 0（オンボード）

ストレージ
SSD 512GB*1（PCIe NVMe/M.2）

光学ドライブ ー

表示機能

ディスプレイ（ドット・発色） LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶（1,920×1,080ドット、約1,677万色）、光沢なし

外部接続最大解像度・
最大表示色 3,840×2,160ドット、1,677万色@30Hz（HDMI接続時）

グラフィックアクセラレーター インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵）

通信機能

LAN ー

ワイヤレスLAN IEEE 802.11ac/a/b/g/n

Bluetooth Bluetooth v5.0

オーディオ機能 ステレオスピーカー、デジタルアレイ マイクロホン、インテル® ハイデフィニション・オーディオ（Dolby Audio™対応）

内蔵カメラ ー

外部インターフェース USB3.0×2（内、Powered USB×1）、HDMI出力端子×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック×1

スロット メモリカードスロット ー

本体寸法（W×D×H）mm 約306.6×202.3×17.9mm（最薄部）

本体質量（バッテリーパックを含む）*2 約1.3kg

ACアダプター
定格電圧 AC 100-240V（50/60Hz）*3

質量*2 本体：約250g、コード：約160g

バッテリー
種類 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー（固定式）

使用時間（JEITA2.0測定法）*4

／充電時間*4 約14.0時間／約3.5時間

消費電力 最大時／標準時／低電力モード時 約65W／約3.4W／約0.34W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率
（2011年度省エネ基準達成率） N区分 0.010（AAA）

主な付属品 ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック

Office*5 Microsoft Office Home & Business 2019

保証

保証期間 3年間

国内での修理 引き取り修理

海外での修理 非対応

*1：ストレージ容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合とは表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ストレージ容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
*2：質量は平均値です。
*3：日本国内ではAC100V電源でご使用ください。
*4：使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
*5：ご利用になるにはインターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要です。

※本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので必ず保管しておいてください。

画面を撮ってLINEで送信
すれば、難しい説明をしなく
ても状況を伝えられる！

チャットでやりとりするので
すぐに回答がもらえる！＊1

＊1  受付時間 9：00〜18：00 月曜〜日曜
（レノボ 月次 指 定 休 業日および 、 

12月30日〜1月3日を除く）

ご購入後に操作方法がわからなくなった場合などは、LINEアプリを使って
気軽に問い合わせができます。

使いなれたLINEアプリで安心サポートNEC レノボ・ジャパン グループの

安心の国内サポート
レノボ・ジャパンのコンシューマー製品電話サポートは、
NEC パーソナルコンピュータに委託しています。

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。

受付時間 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

https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/srvc-smtlnv

かんたん！
早い！

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

 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。

このカタログの情報は2019年10月現在のものです。
当カタログ情報に更新があった場合は、こちらでご案内させていただきます。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf000868
当カタログ発行後に修正や変更があった場合などの情報をタイムリーに提供するホームページです。
最新の情報はこちらでご確認ください。

Lenovo、レノボ、レノボロゴ、New World. NEW Thinking.、IdeaPad、IdeaCentre、ThinkPad、ThinkCentre、ThinkStation、ThinkServer、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、Active Directory、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、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です。 ●この
カタログに掲載している製品写真は、カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認
ください。●カタログ掲載製品でキーボードが英語版の写真については、本製品では日本語版のキーボードとなります。●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。 ●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。 ●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。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害などの責任を当社は一切負いかねます
のでご了承ください。 ●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。 
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NEC レノボ・ジャパン グループ

ビジネス・パートナー様向け  0120-498-170  受付時間／9：00～12：00、13：00～18：00（土、日、祝日、5/1、12/30～1/3を除く）

個人・個人事業主・SOHO・中小規模企業
（従業員数500名まで）のお客様

0120-033-127
製品についての
ご相談、ご購入

受付時間／9：00～18：00
土、日、祝日、
5/1、12/30～1/3を除く

www.lenovo.com/jp/
〒101-0021  東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

写真の製品は英語キーボードです。なお、出荷製品は日本語キーボードとなります。また、生産時期により、本体の一部デザインが異な
る場合があります。掲載の写真は印刷色のため実際の商品の色とは多少異なる場合があります。 画面ははめ込み合成で、変更される
場合があります。 Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用・体験できるアプリは国やデバイスにより異なります。

カード会員様ならさらに2年間延長＊1の
メーカー保証 3年間 5年間長期保証

＊1：2年間延長保証は、エディオンのサービスです。サービスは、エディオンカード会員様に限ります。

Expect more from a new computer.

S340
パフォーマンスに優れたスタイリッシュノートPC
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※エディオンカードのサービス内容は、都合により予告なしに変更になる場合がございます。

エディオンなら5年間長期修理保証（エディオンカードへの入会が必要です）

保険料・保証金 お買い上げごとの保証料はいりません。
年間980円（税抜）の会員サービス利用料が必要です。 保証対象品 ご購入単価5,000円（税抜）以上で

1年以上のメーカー保証があるエディオン指定商品

保証期間 保証適用範囲 保証限度額 保証回数限度 免責
5年間（メーカー保証期間を含む） エディオン規定の保証内容に準じます ご購入単価まで ありません ありません

エディオン長期保証について　　　https://my.edion.jp/card/service/edion_guarantee.php
エディオンカードについてのお問い合わせ　　　エディオンカードセンター　電話：0120-87-6565　受付時間：10：00～18：00（年末年始休）

写真の製品は英語キーボードです。なお、出荷製品は日本語キーボードとなります。また、生産時期によ
り、本体の一部デザインが異なる場合があります。掲載の写真は印刷色のため実際の商品の色とは多
少異なる場合があります。 画面ははめ込み合成で、変更される場合があります。 Windows ストア アプ
リはそれぞれ単独で販売されます。使用・体験できるアプリは国やデバイスにより異なります。

Expect more from a new computer.さらに薄く、狭額縁になったウルトラスリムノート

細部にわたりスリムを追求した、ワンランク

上のスタイリッシュPC。最新のCPUとSSDを

搭載しているから場所を選ばず、あらゆる

分野で活躍します。

● プラチナグレー

さらにエディオンカード会員様なら2年間延長＊1の5年間長期保証

通常メーカー保証 1年間 メーカー3年間保証

S340

料理に例えると…？
クアッドコアはココが違う！

2人で1つずつ処理

デュアルコア
2コア2スレッド

4人で2つずつ処理するから
高速処理で快適!

クアッドコア
4コア8スレッド

パワフルなパフォーマンスの
クアッドコアCPU

おすすめポイント 1
狭額縁液晶＆スリムボディ高速起動SSD

おすすめポイント

Microsoft Office 
Home & Business 2019搭載

おすすめポイント2 3

高いパフォーマンスを誇る最新の第10世代インテル®Core™ i7 プロ
セッサーを搭載。並行作業に強いクアッドコアで、高解像度動画の視聴や画
像・動画編集などヘビーな作業も快適に利用できます。

ストレージには起動時間が短く、データ転送速度に優れたSSDを
搭載。またPCIe接続により、起動やデータアクセスのさらなる高速
化を実現しています。

狭額縁液晶に加えて、本体厚約17.9mm（最薄部）のスリムデザイン
を採用。使用後は、机の引き出しなど、スリムなスペースにも収納で
きます。

第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

エディオンなら、買った後も安心が長続き！

ソフトタッチで
心地よい仕上がり
ソフトタッチな手触りで滑
らかな操作が可能。質感に
もこだわった上質な仕上
がりで快適操作を実現し
ました。

最新のOfficeを搭載。自然に使いこなせるシンプルでわか
りやすいインターフェースを採用しています。また、クラウド
と連動し、どこからでもファイルにアクセス可能です。＊1

＊1： ご利用になるにはインター
ネットへの接続とMicrosoft 
アカウントが必要です。

＊1：2年間延長保証は、エディオングループ各社のサービスです。

目に優しい低反射液晶

映り込みが少ないノングレア（非光沢）タイプの13.3型
液晶を採用。くっきりと見やすい映像を楽しめます。 

大容量バッテリーと
クイックチャージ
大容量バッテリーの搭載により、約14時間も
の長時間駆動を実現。さらに出かける直前や
外出時に便利な高速充電に対応。15分の充
電で約2時間※のバッテリー駆動ができます。

※使用時間はご利用状況によって異なります。

見やすい角度に調整できる
フラットディスプレイ
液晶画面をフラットにすることが可能。向かい合った 
相手に写真を見せたり、立ってPCを使用するときに最適
な画面角度に調整できます。


