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レノボ・ジャパン

ThinkPad

ノートパソコンの代表的なブランドである「� inkPad」
が、1992年の発売から25周年を迎えた。発売当時は、イン
ターネットはおろか、パソコンすら普及していない時代。
ノートパソコンの先駆けとして、ビジネスパーソン向けに
文書作成などのオフィス業務を支援する用途で生まれた。
レノボ・ジャパン コマーシャル製品事業部 部長の大谷光
義氏は、「� inkPad」の当時を次のように振り返る。「19
90年代前半は、ノートパソコンの販売価格が70万円を超
えるような時代。そんな中で『� inkPad』は黒の“ブコツ”
なデザインが好評で、持っている喜びを感じられる存在
だった」。
その後、1995年にマイクロソフトから「Windows95」が
発売されて、パソコンが爆発的に普及していく。
「� inkPad」も機能性の高さと堅牢性を武器に、ビジネス
パーソンを中心にファンを獲得していったが、2005年に大
きな転換期を迎える。開発・発売元であるIBMが、レノボ
にパソコン事業を売却し、「� inkPad」ブランドもレノボ
に継承されることになったのだ。IBMの撤退は大きな話題
となり、当時は知名度が低かったレノボに引き継がれるこ
とに、ユーザーからの戸惑いの声も少なくなかった。

「最初の2年間は、レノボでも� inkPadの価値が変わら
ないということを強くアピールするコミュニケーションを
展開することで、不安を払拭させるように努めた」と大谷
氏。実際に開発スタッフ数100名は、そのままレノボに移
籍し、製品の開発・設計は変わらず受け継がれた。

IT機器は時代によって、求められる機能やデザインが変
化していく。その中で、なぜ四半世紀にわたってユーザー
から使い続けられてきたのか。
同社で� inkPad担当を務める吉原敦子氏は、「キーボー
ドの中央にある赤いトラックポイント、そして全体の黒い
筐体という『� inkPad』のただずまいは変わっていないこ
とが要因のひとつ。その一方で、使いやすさを追求するた
めの改良を常に重ねている。例えばキーボードも発売時の
7列から6列に変更したとしても、入力のしやすさ、打鍵感
など、以前からのユーザーにも、新しいユーザーにも受け
入れられるよう、細部にこだわっている」と語る。
そうした、“ものづくり”への姿勢が高い評価を受け、法
人向け製品であり、かつ今でも40代から60代のビジネス
パーソンを中心に支持が根強い。その一方で、若年層に向
けた認知度向上は課題であり、今後は強化の方針だ。

Long-selling brand of communication strategy

vol.01

“ブコツ”なデザインで人気
様々な変化を経て
25周年を迎える

2018年1月号掲載
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「ThinkPad」は、日本国内の研究所で
設計・開発が進められ、多くの日本人エン
ジニアが携わってきた。黒色を基調に、赤
色のトラックポイントをキーボードの中央に
配置したデザインが印象的だが、それだけ
ではない。
使いやすさを徹底しているのも、重要な

特徴のひとつ。95年に発売した「Think 
Pad 701C（通称：バタフライ）」では、モ
ニターを開くと、畳まれていたキーボードが
外側に開くことで、コンパクトさをキープし
ながら、フルサイズのキーボードが使える

25周年を記念して、1000台限定の記念
モデルも発売した。最新の機能を備えなが
ら、過去へのオマージュとして発売当初の
7列キーボードを搭載するなど、ファンの心
をくすぐるデザインを採用。25周年を迎えた
10月5日に発売を開始したところ、17万
9000円という価格にも関わらず、2日間で
完売した。
「過去のモデルを彷彿させながら、最新
機能を搭載していることから“ThinkPadの
たどってきた道のりを振り返るためのタイム
マシン”と呼んでいます。当時からのファン

現在は25周年を記念したブランディン
グ施策を実施しているが、「ThinkPad」は
もともと知名度が高いため、通常期は販売
につなげるためのプロモーション施策を重
視している。
特にオンライン上での販売を伸ばしてい

くため、同社のECサイトに誘引していくた
めのメールプロモーションやインターネット
広告、ソーシャルメディア上のプロモー
ションを強化してきた。
また、法人に向けた施策にも取り組む。
法人向けの導入を促していくためのケース

など、工夫が施されている。
「使いやすさを追求し続けていること、そ
してデザインなどのたたずまい、最新の技
術を活用した先進性が『ThinkPad』の特
徴であり、多くのお客さまに受け入れられ
てきた所以」（大谷氏）。
現在のフラッグシップモデルである

「ThinkPad X1 Carbon」も、14インチの
画面サイズで作業効率の良さを提供しなが
ら、狭額縁を採用することで、持ち運びが
しやすいように13インチのフットプリントを
実現している。

スタディをまとめた動画を公開し、「Think 
Pad」の強みを伝えている。さらに、研究
開発、生産、そしてサポートに至るまで、
日本の品質・安心を届ける試みをアピール
している。
「働き方改革の流れのなかで、テレワー
クなどオフィス以外で働くことに注目が集
まっている。『ThinkPad』は開発当初から
目指していたお客さまのビジネスの成功の
ため、仕事の生産性を向上させるための
ツールであり続けることを伝えていきたい」
（大谷氏）。

レノボ・ジャパン ThinkPad

視点02 周年企画 25周年記念モデルが2日間で完売

コミュニケーション視点03 法人向けに「働き方改革」での採用を促す

視点01 製品戦略 使いやすさを追求し続ける

に楽しんでもらえた一品」（吉原氏）。
また、雑誌『日経ビジネス』とのコラボ

レーション企画も実施。「ThinkPad」を実
際に使っているユーザー 25人が登場し、
思い出や仕事術を語ってもらう連載を実施
した。その連載は、リーフレットにまとめて
営業資料としても活用している。
その他にも、「CEATEC JAPAN 2017」
で歴史を紹介する展示を行ったほか、開
発拠点である大和研究所で実際に行われ
ている“拷問試験”をVRで体験できるコー
ナーも設置した。

「ThinkPad」25周年記念モデル。

日本の品質・安心をアピールしている。

初代モデル「ThinkPad 700C」の赤色のトラック
ポイント。

 ThinkPadと初めて名乗った原点モデル

「ThinkPad 700C」発売

世界初の折りたたみ式キーボード搭載

「ThinkPad 701C」発売

「ThinkPad」ブランド 1000万台突破

レノボが IBMのパソコン事業を傘下に

X1 Carbonの原点となる

「ThinkPad X300」発売

モバイルを牽引するフラッグシップの初代

「ThinkPad X1 Carbon」発売

25周年記念モデルを数量限定で発売
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最新フラッグシップモデル「ThinkPad X1 Carbon」。

『日経ビジネス』とタイアップ企画を実施した。

レノボ Facebook公式アカウント。
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