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安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、
油煙等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。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
受付時間：月曜～金曜 9:00 ～19:00 土曜 10:00 ～17:00
（日曜、祝日、5月1日、年末年始など、
日本HP指定の休業日を除く）
※フリーダイヤルがご利用いただけない場合 03-5749-8343
（直通）

0120-436-555

HPモニターに関する情報は

http://www.hp.com/jp/monitors
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働く全ての人へ、
快適で
情熱を引き出す
仕事環境を
届けたい

空間の余裕は、新しいアイディアと機会を
生み出す。
現在のオフィスは変わりつつあります。
多様なワークスタイル、効率的な作業ス
ペース、世界各地との絶え間ないコラボ
レーションなど、従来の価値観が変わり
加速的な速さで世界が回っています。
適切な技術に対する投資は、仕事に対する
プロフェッショナルな情熱を引き出します。
モニターはただのモニターではなく、あら
ゆる仕事、
あらゆる人をつなげていきます。

HPのモニターはパワフルな機能、業界を
リードするセキュリティ、そして洗練された
デザインをもち、お客様固有のニーズや予
算を適正に満たすよう設計されています。
オフィスにおける生産性の向上、移動中の
空き時間の活用に貢献するとともに、それ
ぞれの部門に応じた機能の活用で経理部
門からクリエイティブ部門まで企業活動の
すべてを支えます。
ようこそ、快適さと品質のHPモニターへ。
はじめましょう、世界とつながる素晴らしい
空間を。
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高い生産性と
健康的な作業環境

豊富なオプション品
10年以上のロングセラー

エンタープライズ企業の56%＊1は生産性

モニターの背面にパソコン本体を背負わ

が最も重要だと考えており、ユーザーは

せるマウントキットや、
モニターを可動させ

より快適にお使いいただくための機能と

＊2

マルチモニターにすることで最大 35%

カウンターでの説明を可能にするシングル

セキュリティ機能を備えたソフトウェアで

生産性が向上すると考えています。また

モニターアームなど、豊富なオプション品

す。HPは無償でこれを提供しており、
ユー

タスクワーカーは75% の時間机に向かっ

を展開しています。

＊3

セキュリティと
利便性の両立
「HP

Display Assistant」はHPモニターを

ザーは個々のパソコンにインストールして
ご利用いただけます。

て仕事をしています。モニターは企業の課
題とユーザーへの快適な作業環境に影響

10年以上のロングセラーとなっているこれ

する重要なIT製品です。

らのオプション品は、作業スペースの確保

解像度、輝度、
コントラストなどの設定や

や柔軟なレイアウトの変更に役立ちます。

ブルーライト軽減モードなど細かい調節が
可能です。スライドバーを使って調節でき

HPはマルチモニター構成に最適なわずか
1.28mmのマイクロベゼルモニターや、大

さらに、
HP純正モニターならではの約1年

画面モニターを分割できる無償ソフトウェ

以上の継続提供により、
長期間の導入計画

アの提供で生産性の向上に貢献します。

をサポート。また、
充実の3年間オンサイト

モニターの画面を分割して、1 台のモニ

さらに長時間の作業でも疲れにくい人間

保証が、
ご使用中の安心をお約束します。

ターを複数モニターのように使うことが

工学に基づいた設計、
各種調整機能、
目の

また、購入前のお問い合わせから、購入後

できます。2 分割、
3分割、4分割など、画面

ちらつきを抑える機能などを搭載しユー

の万が一の不具合時まで、
日本国内で専門

分割パターンは8通りあります。
特に大きな

ザーの健康維持につながる配慮をしてい

エンジニアが対応。正確に、詳細までご要

画面を使う際に便利です。

ます。

望を的確に把握し、
つながりやすく、
問題を

＊1

HP Commercial Displays & ITDM s:Understanding
display purchase preference with ITDM s, May 2015.
＊2 Whitepaper: Observed Productivity, Efficiency and
User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays.
November 6, 2012
＊3 HP, Quantitative Research with WW End Users, 2015

迅速に解決します。

るため簡単に直感的に操作できます。

モニターを特定のパソコンでしか動かない
ように設定することができます。
パソコンと
モニターをPIN番号で認識させ、
そのセット
以外の組みあわせではモニターの画面に
警告が表示され続けます。
これにより万が
一モニターが盗まれても転売されるなど
の悪用を防ぐことができます。
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HPビジネスモニターラインナップ
繊細でクリアな画質、
優れたユーザビリティ、
人間工学に基づいたデザイン、
そして環境に配慮した設計。

HP Z Displays
• プロフェッショナルのためのユーザーエクスペリエンスを実現
• 31.5インチ4Kモニター、没入感を高める37.5インチのCurvedモニターなど
クリエイティブ用途に。

プレミアム

パフォーマンス

ワークスタイルに合わせた5つのシリーズをご用意しています。

メインストリーム

Z23n G2

Z24n G2

Z27n G2

･製品番号：1JS06A4#ABJ
･解像度1920×1080
･23インチワイド16:9
･IPSパネル
･DisplayPort、HDMI、VGA
･ピボット、左右位置調節

･製品番号：1JS09A4#ABJ
･解像度1920×1200
･24インチワイド16:10
･IPSパネル
･DisplayPort、HDMI、DVI-D、USB-C、
DisplayPort（OUT）
･ピボット、左右位置調節

･製品番号：1JS10A4#ABJ
･製品番号：2TB68A4#ABJ ･製品番号：1AA81A4#ABJ ･製品番号：Z4W65A4#ABJ
･解像度3840×1600
･解像度2560×1440
･解像度3840×2160
･解像度3840×2160
･37.5インチ21:9
･27インチワイド16:9
･27インチワイド16:9
･31.5インチワイド16:9
･IPSパネル
･IPSパネル
･IPSパネル
･IPSパネル
･DisplayPort、HDMI、DVI-D、USB-C、 ･DisplayPort、Mini-DisplayPort、 ･DisplayPort、Mini-DisplayPort、 ･DisplayPort、HDMI、USB-C
･左右位置調節
DisplayPort（OUT）
HDMI、USB-C
HDMI、USB-C
･ピボット、左右位置調節
･ピボット、左右位置調整
･左右位置調整

Z27 4K UHD

HP Z38c Curved

Z32 4K UHD

HP EliteDisplay Sシリーズ
S240uj

• USB-C給電など最新の技術トレンドを搭載
• 洗練されたスタイリッシュなデザイン

･HP Directplus専用モデル
･23.8インチワイド
･IPSパネル
･ワイヤレスチャージング
･HDMI/MHL、DisplayPort、USB-Type C
･USBポート

HP EliteDisplay Eシリーズ
• 人間工学に基づいた設計で生産性の向上に貢献
• 表示機能、調節機能、接続ポートなどバランスの良い配備

E243

E190i

E230t

E233

･製品番号：E4U30AA#ABJ
･18.9インチ
･IPSパネル
･VGA、DVI-D、DisplayPort
･ピボット、左右/高さ調節
･USBポート

･製品番号：W2Z50AA#ABJ
･23インチワイド
･IPSタッチパネル
･VGA、HDMI、DisplayPort
･ピボット、高さ調節
･USBポート

･製品番号：1FH46AA#ABJ
･23インチワイド
･IPSパネル
･VGA、HDMI、DisplayPort
･ピボット、左右/高さ調節
･USBポート

P17A

P19A

P203

P223

P232

･製品番号：F4M97AA#ABJ
･17インチ
･TNパネル
･VGA

･製品番号：D2W67AA#ABJ
･19インチ
･TNパネル
･VGA

･製品番号：X7R53AA#ABJ
･20インチワイド
･VAパネル
･VGA、DisplayPort

･製品番号：X7R61AA#ABJ
･21.5インチワイド
･VAパネル
･VGA、DisplayPort

･製品番号：K7X31AA#ABJ
･23インチワイド
･TNパネル
･VGA、DisplayPort

V203p

V223

N223v

N246v

N240h

V243

V270

N270h

･HP Directplus専用モデル
･19.5インチワイド
･IPSパネル
･VGA

･製品番号：V5G70A9#ABJ
･21.5インチワイド
･TNパネル
･VGA、DVI-D
･5年保証

･HP Directplus専用モデル
･21.5インチワイド
･VGA、DVI

･HP Directplus専用モデル
･23.8インチワイド
･IPSパネル
･VGA、DVI、HDMI

･HP Directplus専用モデル
･23.8インチワイド
･IPSパネル
･VGA、HDMI

･製品番号：V5J53A9#ABJ
･24インチワイド
･TNパネル
･VGA、DVI-D
･5年保証

･HP Directplus専用モデル
･27インチワイド
･IPSパネル
･VGA、DVI-D、HDMI

･HP Directplus専用モデル
･27インチワイド
･IPSパネル
･VGA、HDMI

E243i

･製品番号：1FH47AA#ABJ
･23.8インチワイド
･IPSパネル
･VGA、HDMI、DisplayPort
･ピボット、左右/高さ調節
・USBポート

･製品番号：1FH49AA#ABJ
･24インチワイド 16:10
･IPSパネル
･VGA、HDMI、DisplayPort
･ピボット、左右/高さ調節
･USBポート

HP ProDisplays
• ビジネス利用の基本機能を満たすスタンダード
• 多様なオプション品をサポートし作業スペースを確保

エントリー

Z22n G2
･製品番号：1JS05A4#ABJ
･解像度1920×1080
･21.5インチワイド16:9
･IPSパネル
･DisplayPort、HDMI、VGA
･ピボット、左右位置調節

HP Value Displays
• コストパフォーマンスを追求
• 機能に合わせた製品展開、簡単な接続

ワークスペースを有効に活用できるオプションをご用意

「HPフラットパネルモニターQuick Release」を使用した一体型設置

な設置が可能となり、ワークスペースを広く使うことができます。また、

P203 P223 P232 V203p V223 N223v N246v V243 V270
●

●

●

●

●

HPフラットパネルモニター
Quick Release
（EM870AA）

「 HPフラットパネルモニター Quick Release 」
（ EM870AA ）もしくは

●

●

●

「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用した一体型設置
対応機種

▲

▲

対応機種

モニター背面にVESA 規格に準拠した4 穴を装備、オプションによる様々

●

●

E230t E233 E243 E243i
●

●

●

EliteDesk 800 DM
ProDesk 400 DM

「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」
（N6N00AA）のオプション
を利用することで、モニターとPCを一体にできます。モニターの背面に付
属のスタンドをセットするだけで、手軽に一体型設置（ダイレクトマウント）
が可能です。
4

モニターマウントキット（G1V61AA）による

HP シングルモニターアーム（BT861AA）による

一体型設置

省スペース設置

EliteDesk 800 DM
ProDesk 400 DM

EliteDisplay用
ダイレクトマウントブラケット
（N6N00AA）

ダイレクトマウントなら一体型設置後も

Eシリーズの位置調整機能が活用可能
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HP Z Displays

HP ProDisplays

ビジネスのクオリティを
支えるパフォーマンス

安定した品質と基本機能を
バランスよく配備

CG、CAD、設計、アニメーション、デザイン、金融関係の

ビジネスに必須な機能をバランスよく備え、
継続的に

情報収集と分析など、
ハイパフォーマンスとハイクオリ

供給し続けるスタンダードなモデルです。
買い替えに迷

ティが求められるワークステーションを使った仕事の

うことなく選んでいただけるため、素早い決定とビジ

数々。そのような業務を高い次元でサポートするのが、

ネスの継続性に貢献します。

高品質なパネルを採用し、
使いやすさも追求したワー

依然としてリクエストの多いスクエア
（アスペクト比

クステーション用ディスプレイ。

5 対 4 ）モニターもこのシリーズで展開しています。

大画面、広視野角、早い応答速度、高コントラスト比、

また、VESAおよびダイレクトマウント＊に対応。たとえ

輝点ゼロ保証など、
他とは一線を画す高いスペックが、

ば、モニターマウントキットを利用してPCとモニター

信頼性の高い仕事の実現を支えます。
さらにブルーラ

を一体型設置したり、モニターアームを利用すること

イト低減モード装備のモニターもご用意。モニターを

で接続の自由度を広げたり、
ワークスペースを有効に

見続けることへのストレス低減に貢献します。

活用することができます。
＊ P17A、
P19Aはダイレクトマウント非対応となります。

HP EliteDisplays

（S、Eシリーズ）

快適で機能的な空間が
生産性を向上

HP Value Displays
コストパフォーマンスと
使いやすさを両立
最もコストパフォーマンスに優れ、
かつ革新的な技術の

高級感のあるシルバーメタリックな色彩とスタイリッ

実装にチャレンジするモデルです。

シュなデザインは洗練されたオフィスに溶け込み、
品質

コストを追求し、求められる機能に応じて製品を分けて

の高い業務を支えます。

展開しています。HDMI ポートをサポートする製品、

SシリーズはUSB-C給電など最新の技術トレンドを搭
載。Eシリーズは人間工学に基づいた設計で、
高さ、
左

サポートする製品など用途に応じて製品を選択可能で

右上下の角度、
回転、
チルトの角度調節機能と、
性能、

す。シンプルな機能に絞ることで、使いやすさとコスト

多様な接続性で多彩なお客様のニーズを満たします。

ダウンを両立。最新のテクノロジーをタイムリーに

天板、
左右のベゼル幅を1.5mm以下 にしたマイクロ

導入するケースに適しています。

＊

高さ調節をサポートする製品、モニターマウントを

エッジディスプレイは、
2画面表示にも最適。さらに、画
面のちらつきを抑えるフリッカーフリー機能とブルーラ
イト軽減機能は目にも優しく、
生産性の向上と、
健康的
に働く環境づくりを支援します。
＊ 製品により1.2mm〜1.35mmと異なります。
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