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インテル® Celeron®プロセッ サーG3900
(2.80 GHz /インテル® スマート ・ キャッ シュ 2MB)

インテル® Pentium®プロセッ サーG4400
(3.30 GHz /インテル® スマート ・ キャッ シュ 3MB)

左側面

背面

10W / 31W 10W / 41W

W区分 0.036 W区分 0.042

★ Windows のサポート はマイクロソフト 認定パート ナーにて有償で受けることが可能です。

★ 電話による無償テクニカルサポート 期間は、 本体の保証期間と同一になり ます。 保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポート にてご提供いたします。 有償サービスについて詳し く はhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧く ださい。

★ すべての周辺機器の動作を保証するものではあり ません。

※1

※2 インテル® ターボ・ ブースト ・ テクノ ロジーの最大動作周波数は、 動作しているコアの数に応じて決まり ます。 記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

※3 インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。

※4 32ビッ ト 版オペレーティ ングシステムでは、 メ モリ は3GBまでの認識になり ます。

※5 増設は1枚単位で可能ですが、 デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、 メ モリ スロッ ト の各チャネルの合計容量が同一になるよう に増設することをお薦めします。

※6 Windows10(64bit)での第7世代CPU Core i3 i5 i7選択時のみ利用可能です。

※7 標準搭載のハード ディ スクは容量の全体をNTFSにてフォーマッ ト して出荷されます。 また、 表記上のハード ディ スク容量は、 1GB=10003Byte換算であり 、 1GB=10243Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さ く なり ます。

※8

※9 外部SDスロッ ト を占有します。
※10 解像度及び発色数は、 接続するモニタ ーの表示能力及びサポート するオペレーティ ングシステムにより 異なり ます。

※11 システムメ モリ のサイズによっ て使用領域は可変です。 Windows 7の場合は最大1.7GB、 Windows 10の場合は最大4GBと なり ます。

※12 ネッ ト ワーク ケーブルは付属し ません。 別途お求め下さ い。

※13 Microsoft Office 各製品はプリ イ ンスト ールさ れています。 再インスト ールする場合は同梱のマニュ アルにし たがっ てダウンロード し てく ださ い。 

※14 Windows 10を選択さ れた場合はMicrosoft Windows DefenderがOSの一機能と し て提供さ れます。

※15 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。

※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。

※17 本製品はプロセッサーの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

※18

※19

☆1 拡張スロッ ト および拡張ベイの空数は、 ご選択頂いた構成により 異なり ます。

☆2 2011年度基準の省エネ基準達成率。 表示語A=達成率100%以上200%未満、 AA=達成率200%以上500%未満、 AAA=達成率500%以上となり ます。 100%未満の場合は%を表示しています。

☆3 エネルギー消費効率とは、 省エネ法で定める測定方法により 測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

☆4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://http///www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

☆5
PC3R「PCグリーラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。
環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

起動時にF11キーを押下することで、 復元用ド ライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、 ハード ド ライブ交換時にはお客様にてオペレーティ ングシステムの再インスト ールが必要となり ます。 オペレーティ ングシステムの再インスト ール時にはリ カバリ メ ディ アキッ ト が必要です。 Windows 7のリ カバリ メ ディ アは標準で
は添付しており ませんので、 有償オプショ ンをお求めく ださい。 Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro （ 64bit） リ カバリ メ ディ アが標準添付されます。

本製品には冊子マニュアルは付属しません。 マニュアルは製品にあらかじめインスト ールされています。

本システムはWindows 10 Proソフト ウェ アのライセンスおよびメ ディ アを付属していますがWindows 7 Professionalソフト ウェ アとともにプリ インスト ールされています。  一度に使用できるWindowsソフト ウェ アのバージョ ンは1つ限り となり ます。  バージョ ンを切り 替えるには、 一方をアンインスト ールしてから、 もう 一方をインス
ト ールする必要があり ます。  オペレーティ ングシステムのアンインスト ールおよびインスト ールの際にデータを失う ことのないよう に、 すべてのデータ （ ファ イル、 写真など） のバッ クアッ プを取ってく ださい。

ハード ディ スクパーティ ショ ンメ ニューでは、 あらかじめ、 システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEMパーティ ショ ンと 、 復元用ド ライブであるHP Recoveryパーティ ショ ン (Dド ライブ )の領域を確保した上で、 残り の領域について、 お選びいただいたパーティ ショ ンメ ニューの比率にて、 OSがインスト ールされるCド ライブ
と 、 論理ド ライブ (EおよびFド ライブ )を設定します。 リ カバリ メ ディ アを使用してリ スト アを実行した場合やF11キーにより 出荷時状態へ復元した場合も、 ここでお選びいただいたパーティ ショ ン設定が再現されます。

付属品 保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19

リカバリメディアキット※18 なし  / Windows 7 Pro （ 32bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト  / Windows 7 Pro （ 64bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト  / Windows 10 Pro （ 64bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト

PCリ サイクル PCリ サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。

各種規格適合 RoHS指令、 J-Moss☆4
、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆5

エネルギー消費効率(2011年度基準)☆3

省エネ基準達成率
☆2 AAA

国際エネルギースタープログラム 適合

消費電力※16(通常 / 最大)

電源ユニッ ト 160W 80PLUS認証電源ユニッ ト (電源変換効率90%以上)

動作電圧範囲 90 - 264V

使用環境 温度10-35°C、 湿度10-90%

角度調整範囲(チルト 角/高さ調整) 上下： -5°-20°/ 高さ ： 125.8mm

サイズ(WxDxH) / 質量 531.45x209.95x404.89（ 最小） ～531.44（ 最大） mm（ スタンド 部含む・ 画面直立状態） 、 約9.49kg

インテル
® vProTM 

テクノ ロジー -

マネジメ ント 機能 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant

HP BIOSphere Gen3、 セキュリ ティ ロッ クケーブル用ホール
セキュリ ティ 機能

なし  / HP Client Security Gen3セキュリ ティ

ソフトウェア※14 なし  / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security36ヶ月版

セキュリティチップ※15 TPM 1.2 / TPM 2.0

Microsoft® Office※13 なし  / Microsoft Office Personal 2016/ Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016

言語 日本語版

スピーカー 2W×2内蔵スピーカー(ディ スプレイ内蔵)

Webカメ ラ  & モノ ラルマイク なし  / 1.0メ ガピクセル(30フレーム/秒)Webカメ ラ  & マイク（ Webカメ ラ内蔵）

マウス なし  / USB光学マウス  / USBレーザーマウス

キーボード なし  / USBスリ ムスタンダード キーボード (OADG準拠 日本語版109Aキーボード )

なし
その他I/O

マイク /ヘッ ド フォン×1

外部ディ スプレイ Display Port×1

PS/2 -

USBポート USB3.1×4(左側面2、 背面2)、 USB 2.0 Type-A(背面2)

ワイヤレスLAN なし  / インテル(R)  8265 ac 2x2 +BT 4.2

外部インターフェ イス

ネットワークコントローラー※12 インテル® I219LM ギガビッ ト  ネッ ト ワーク  コネクショ ン

拡張ベイ
☆1 外部スリ ムラインベイ ×1、 内部2.5インチ×1、 外部SDスロッ ト ×1

拡張スロッ ト
☆1 M.2 PCIe x1-2230×1、 M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1

最大輝度 250 cd/m2

応答速度 14ms

視野角(水平 / 垂直) 178 °( 水平 ) / 178 °( 垂直 )

色度域 NTSC 比 72 %

コント ラスト 比(最大) 1000 : 1

解像度(最大)、 表示色(最大) 1,920x1,080(60Hz)、 1,677万色

画素ピッ チ 0.247 mm

ディ スプレイ

パネルタイプ 21.5インチ  ワイド フルHD 非光沢スクリ ーン  IPSパネル

アスペクト 比 16 : 9

グラフィ ッ クス

プロセッ サー内蔵 インテル® HD グラフィ ッ クス  510

ビデオメモリ / 標準解像度※10 メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480～4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色

サウンド Conexant CX5001 codec、 内蔵スピーカー

オプティカルドライブ なし  / DVD-ROMド ライブ（ 9.5mmスリ ムライン）  / DVDライター（ 9.5mmスリ ムライン）

メ ディ アカード リ ーダーライター なし/ SD メディアカードリーダーライター ※9

ハードディスクパーティション※8 なし / Cド ライブ  : 20%、 Eド ライブ  : 50%、 Fド ライブ  : 30% / Cド ライブ  : 50%、 Eド ライブ  : 50% / Cド ライブ  : 60GB、 Eド ライブ  : 残り

スト レージ※7 SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600 : 128GB / 256GB

インテル® OptaneTM メモリー※6 なし

メモリスロット※5 2 SODIMMソケッ ト (1ソケッ ト  / 2ソケッ ト 占有済み)、 DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)

メ モリ 容量(最大容量) PC4-19200(2400MT/s)※3 :  4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大32GB※4)

チッ プセッ ト インテル® Q270 チッ プセッ ト

筐体 液晶一体型

プロセッ サー

オペレーティ ングシステム

Windows 7 Professional (32bit)プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1
Windows 7 Professional (64bit)プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1

Windows 10 Home (64bit)
Windows 10 Pro (64bit)



HP ProOne 600 G3 All-in-One/CT

インテル® Core™ i3-6100 プロセッ サー
(3.70 GHz/インテル® スマート ・ キャッ シュ 3MB)

インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー
(3.20 GHz-最大3.60GHz※2/インテル® スマート・

キャッシュ6MB)

インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー
(3.30 GHz-最大3.90GHｚ※2/インテル® スマート・

キャッシュ6MB)

インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー
(3.40 GHz-最大4.00GHｚ※2/インテル® スマート・

キャッシュ8MB)

左側面

背面

-

10W / 55W 10W / 58W 11W / 62W 10W / 73W

★ Windows のサポート はマイクロソフト 認定パート ナーにて有償で受けることが可能です。

★ 電話による無償テクニカルサポート 期間は、 本体の保証期間と同一になり ます。 保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポート にてご提供いたします。 有償サービスについて詳し く はhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧く ださい。

★ すべての周辺機器の動作を保証するものではあり ません。

※1

※2 インテル® ターボ・ ブースト ・ テクノ ロジーの最大動作周波数は、 動作しているコアの数に応じて決まり ます。 記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

※3 インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。

※4 32ビッ ト 版オペレーティ ングシステムでは、 メ モリ は3GBまでの認識になり ます。

※5 増設は1枚単位で可能ですが、 デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、 メ モリ スロッ ト の各チャネルの合計容量が同一になるよう に増設することをお薦めします。

※6 Windows10(64bit)での第7世代CPU Core i3 i5 i7選択時のみ利用可能です。

※7 標準搭載のハード ディ スクは容量の全体をNTFSにてフォーマッ ト して出荷されます。 また、 表記上のハード ディ スク容量は、 1GB=10003Byte換算であり 、 1GB=10243Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さ く なり ます。

※8

※9 外部SDスロッ ト を占有します。
※10 解像度及び発色数は、 接続するモニタ ーの表示能力及びサポート するオペレーティ ングシステムにより 異なり ます。

※11 システムメ モリ のサイズによっ て使用領域は可変です。 Windows 7の場合は最大1.7GB、 Windows 10の場合は最大4GBと なり ます。

※12 ネッ ト ワーク ケーブルは付属し ません。 別途お求め下さ い。

※13 Microsoft Office 各製品はプリ イ ンスト ールさ れています。 再インスト ールする場合は同梱のマニュ アルにし たがっ てダウンロード し てく ださ い。 

※14 Windows 10を選択さ れた場合はMicrosoft Windows DefenderがOSの一機能と し て提供さ れます。

※15 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。

※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。

※17 本製品はプロセッサーの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

※18

※19

☆1 拡張スロッ ト および拡張ベイの空数は、 ご選択頂いた構成により 異なり ます。

☆2 2011年度基準の省エネ基準達成率。 表示語A=達成率100%以上200%未満、 AA=達成率200%以上500%未満、 AAA=達成率500%以上となり ます。 100%未満の場合は%を表示しています。

☆3 エネルギー消費効率とは、 省エネ法で定める測定方法により 測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

☆4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://http///www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

☆5
PC3R「PCグリーラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。
環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

起動時にF11キーを押下することで、 復元用ド ライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、 ハード ド ライブ交換時にはお客様にてオペレーティ ングシステムの再インスト ールが必要となり ます。 オペレーティ ングシステムの再インスト ール時にはリ カバリ メ ディ アキッ ト が必要です。 Windows 7のリ カバリ メ ディ アは標準では
添付しており ませんので、 有償オプショ ンをお求めく ださい。 Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro （ 64bit） リ カバリ メ ディ アが標準添付されます。

本製品には冊子マニュアルは付属しません。 マニュアルは製品にあらかじめインスト ールされています。

本システムはWindows 10 Proソフト ウェ アのライセンスおよびメ ディ アを付属していますがWindows 7 Professionalソフト ウェ アとともにプリ インスト ールされています。  一度に使用できるWindowsソフト ウェ アのバージョ ンは1つ限り となり ます。  バージョ ンを切り 替えるには、 一方をアンインスト ールしてから、 もう 一方をインス
ト ールする必要があり ます。  オペレーティ ングシステムのアンインスト ールおよびインスト ールの際にデータを失う ことのないよう に、 すべてのデータ （ ファ イル、 写真など） のバッ クアッ プを取ってく ださい。

ハード ディ スクパーティ ショ ンメ ニューでは、 あらかじめ、 システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEMパーティ ショ ンと 、 復元用ド ライブであるHP Recoveryパーティ ショ ン (Dド ライブ )の領域を確保した上で、 残り の領域について、 お選びいただいたパーティ ショ ンメ ニューの比率にて、 OSがインスト ールされるCド ライブ
と 、 論理ド ライブ (EおよびFド ライブ )を設定します。 リ カバリ メ ディ アを使用してリ スト アを実行した場合やF11キーにより 出荷時状態へ復元した場合も、 ここでお選びいただいたパーティ ショ ン設定が再現されます。

付属品 保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19

リカバリメディアキット※18 なし  / Windows 7 Pro （ 32bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト  / Windows 7 Pro （ 64bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト  / Windows 10 Pro （ 64bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト

PCリ サイクル PCリ サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。

各種規格適合 RoHS指令、J-Moss☆4
、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆5

エネルギー消費効率(2011年度基準)☆3 対象外※17

省エネ基準達成率
☆2 対象外※17

国際エネルギースタープログラム 適合

消費電力※16(通常 / 最大)

電源ユニッ ト 160W 80PLUS認証電源ユニッ ト (電源変換効率90%以上)

動作電圧範囲 90 - 264V

使用環境 温度10-35°C、 湿度10-90%

角度調整範囲(チルト 角/高さ調整) 上下： -5°-20°/ 高さ ： 125.8mm

サイズ(WxDxH) / 質量 531.45x209.95x404.89（ 最小） ～531.44（ 最大） mm（ スタンド 部含む・ 画面直立状態） 、 約9.49kg

インテル
® vProTM 

テクノ ロジー 対応

マネジメ ント 機能 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant

HP BIOSphere Gen3、 セキュリ ティ ロッ クケーブル用ホール
セキュリ ティ 機能

なし  / HP Client Security Gen3セキュリ ティ

ソフトウェア※14 なし  / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security36ヶ月版

セキュリティチップ※15 TPM 1.2 / TPM 2.0

Microsoft® Office※13 なし  / Microsoft Office Personal 2016/ Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016

言語 日本語版

スピーカー 2W×2内蔵スピーカー(ディ スプレイ内蔵)

Webカメ ラ  & モノ ラルマイク なし  / 1.0メ ガピクセル(30フレーム/秒)Webカメ ラ  & マイク（ Webカメ ラ内蔵）

マウス なし  / USB光学マウス  / USBレーザーマウス

キーボード なし  / USBスリ ムスタンダード キーボード (OADG準拠 日本語版109Aキーボード )

なし
その他I/O

マイク /ヘッ ド フォン×1

外部ディ スプレイ Display Port×1

PS/2 -

USBポート USB3.1×4(左側面2、 背面2)、 USB 2.0 Type-A(背面2)

ワイヤレスLAN なし  / インテル(R)  8265 ac 2x2 +BT 4.2

外部インターフェ イス

ネットワークコントローラー※12 インテル® I219LM ギガビッ ト  ネッ ト ワーク  コネクショ ン

拡張ベイ
☆1 外部スリ ムラインベイ ×1、 内部2.5インチ×1、 外部SDスロッ ト ×1

拡張スロッ ト
☆1 M.2 PCIe x1-2230×1、 M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1

最大輝度 250 cd/m2

応答速度 14ms

視野角(水平 / 垂直) 178 °( 水平 ) / 178 °( 垂直 )

色度域 NTSC 比 72 %

コント ラスト 比(最大) 1000 : 1

解像度(最大)、 表示色(最大) 1,920x1,080(60Hz)、 1,677万色

画素ピッ チ 0.247 mm

ディ スプレイ

パネルタイプ 21.5インチ  ワイド フルHD 非光沢スクリ ーン  IPSパネル

アスペクト 比 16 : 9

グラフィ ッ クス

プロセッ サー内蔵 インテル® HD グラフィ ッ クス  530

ビデオメモリ / 標準解像度※10 メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480～4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色

サウンド Conexant CX5001 codec、 内蔵スピーカー

オプティカルドライブ なし  / DVD-ROMド ライブ（ 9.5mmスリ ムライン）  / DVDライター（ 9.5mmスリ ムライン）

メ ディ アカード リ ーダーライター なし/ SD メディアカードリーダーライター ※9

ハードディスクパーティション※8 なし / Cド ライブ  : 20%、 Eド ライブ  : 50%、 Fド ライブ  : 30% / Cド ライブ  : 50%、 Eド ライブ  : 50% / Cド ライブ  : 60GB、 Eド ライブ  : 残り

スト レージ※7 SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600 : 128GB / 256GB

インテル® OptaneTM メモリー※6 なし

メモリスロット※5 2 SODIMMソケッ ト (1ソケッ ト  / 2ソケッ ト 占有済み)、 DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)

メ モリ 容量(最大容量) PC4-19200(2400MT/s)※3 :  4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大32GB※4)

チッ プセッ ト インテル® Q270 チッ プセッ ト

筐体 液晶一体型

プロセッ サー

オペレーティ ングシステム

Windows 7 Professional (32bit)プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1
Windows 7 Professional (64bit)プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1

Windows 10 Home (64bit)
Windows 10 Pro (64bit)



HP ProOne 600 G3 All-in-One/CT

インテル® Celeron®プロセッ サーG3930
(2.90 GHz/インテル® スマート ・ キャッ シュ 2MB)

インテル®Pentium®プロセッ サーG4560
(3.50 GHz/インテル® スマート ・ キャッ シュ 3MB)

左側面

背面

10W / 32W 10W / 42W

W区分 0.035 W区分 0.029

★ Windows のサポート はマイクロソフト 認定パート ナーにて有償で受けることが可能です。

★ 電話による無償テクニカルサポート 期間は、 本体の保証期間と同一になり ます。 保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポート にてご提供いたします。 有償サービスについて詳し く はhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧く ださい。

★ すべての周辺機器の動作を保証するものではあり ません。

※1

※2 インテル® ターボ・ ブースト ・ テクノ ロジーの最大動作周波数は、 動作しているコアの数に応じて決まり ます。 記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

※3 インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。

※4 32ビッ ト 版オペレーティ ングシステムでは、 メ モリ は3GBまでの認識になり ます。

※5 増設は1枚単位で可能ですが、 デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、 メ モリ スロッ ト の各チャネルの合計容量が同一になるよう に増設することをお薦めします。

※6 Windows10(64bit)での第7世代CPU Core i3 i5 i7選択時のみ利用可能です。

※7 標準搭載のハード ディ スクは容量の全体をNTFSにてフォーマッ ト して出荷されます。 また、 表記上のハード ディ スク容量は、 1GB=10003Byte換算であり 、 1GB=10243Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さ く なり ます。

※8

※9 外部SDスロッ ト を占有します。
※10 解像度及び発色数は、 接続するモニタ ーの表示能力及びサポート するオペレーティ ングシステムにより 異なり ます。

※11 システムメ モリ のサイズによっ て使用領域は可変です。 Windows 7の場合は最大1.7GB、 Windows 10の場合は最大4GBと なり ます。

※12 ネッ ト ワーク ケーブルは付属し ません。 別途お求め下さ い。

※13 Microsoft Office 各製品はプリ イ ンスト ールさ れています。 再インスト ールする場合は同梱のマニュ アルにし たがっ てダウンロード し てく ださ い。 

※14 Windows 10を選択さ れた場合はMicrosoft Windows DefenderがOSの一機能と し て提供さ れます。

※15 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。

※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。

※17 本製品はプロセッサーの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

※18

※19

☆1 拡張スロッ ト および拡張ベイの空数は、 ご選択頂いた構成により 異なり ます。

☆2 2011年度基準の省エネ基準達成率。 表示語A=達成率100%以上200%未満、 AA=達成率200%以上500%未満、 AAA=達成率500%以上となり ます。 100%未満の場合は%を表示しています。

☆3 エネルギー消費効率とは、 省エネ法で定める測定方法により 測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

☆4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://http///www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

☆5
PC3R「PCグリーラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。
環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

起動時にF11キーを押下することで、 復元用ド ライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、 ハード ド ライブ交換時にはお客様にてオペレーティ ングシステムの再インスト ールが必要となり ます。 オペレーティ ングシステムの再インスト ール時にはリ カバリ メ ディ アキッ ト が必要です。 Windows 7のリ カバリ メ ディ アは標準で
は添付しており ませんので、 有償オプショ ンをお求めく ださい。 Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro （ 64bit） リ カバリ メ ディ アが標準添付されます。

本製品には冊子マニュアルは付属しません。 マニュアルは製品にあらかじめインスト ールされています。

本システムはWindows 10 Proソフト ウェ アのライセンスおよびメ ディ アを付属していますがWindows 7 Professionalソフト ウェ アとともにプリ インスト ールされています。  一度に使用できるWindowsソフト ウェ アのバージョ ンは1つ限り となり ます。  バージョ ンを切り 替えるには、 一方をアンインスト ールしてから、 もう 一方をインス
ト ールする必要があり ます。  オペレーティ ングシステムのアンインスト ールおよびインスト ールの際にデータを失う ことのないよう に、 すべてのデータ （ ファ イル、 写真など） のバッ クアッ プを取ってく ださい。

ハード ディ スクパーティ ショ ンメ ニューでは、 あらかじめ、 システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEMパーティ ショ ンと 、 復元用ド ライブであるHP Recoveryパーティ ショ ン (Dド ライブ )の領域を確保した上で、 残り の領域について、 お選びいただいたパーティ ショ ンメ ニューの比率にて、 OSがインスト ールされるCド ライブ
と 、 論理ド ライブ (EおよびFド ライブ )を設定します。 リ カバリ メ ディ アを使用してリ スト アを実行した場合やF11キーにより 出荷時状態へ復元した場合も、 ここでお選びいただいたパーティ ショ ン設定が再現されます。

付属品 保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19

リカバリメディアキット※18 なし  / Windows 10 Pro （ 64bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト

PCリ サイクル PCリ サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。

各種規格適合 RoHS指令、 J-Moss☆4
、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆5

エネルギー消費効率(2011年度基準)☆3

省エネ基準達成率
☆2 AAA

国際エネルギースタープログラム 適合

消費電力※16(通常 / 最大)

電源ユニッ ト 160W 80PLUS認証電源ユニッ ト (電源変換効率90%以上)

動作電圧範囲 90 - 264V

使用環境 温度10-35°C、 湿度10-90%

角度調整範囲(チルト 角/高さ調整) 上下： -5°-20°/ 高さ ： 125.8mm

サイズ(WxDxH) / 質量 531.45x209.95x404.89（ 最小） ～531.44（ 最大） mm（ スタンド 部含む・ 画面直立状態） 、 約9.49kg

インテル
® vProTM 

テクノ ロジー -

マネジメ ント 機能 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant

HP BIOSphere Gen3、 セキュリ ティ ロッ クケーブル用ホール
セキュリ ティ 機能

なし  / HP Client Security Gen3セキュリ ティ

ソフトウェア※14 なし  / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security36ヶ月版

セキュリティチップ※15 TPM 1.2 / TPM 2.0

Microsoft® Office※13 なし  / Microsoft Office Personal 2016/ Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016

言語 日本語版

スピーカー 2W×2内蔵スピーカー(ディ スプレイ内蔵)

Webカメ ラ  & モノ ラルマイク なし  / 1.0メ ガピクセル(30フレーム/秒)Webカメ ラ  & マイク（ Webカメ ラ内蔵）

マウス なし  / USB光学マウス  / USBレーザーマウス

キーボード なし  / USBスリ ムスタンダード キーボード (OADG準拠 日本語版109Aキーボード )

なし
その他I/O

マイク /ヘッ ド フォン×1

外部ディ スプレイ Display Port×1

PS/2 -

USBポート USB3.1×4(左側面2、 背面2)、 USB 2.0 Type-A(背面2)

インテル® I219LM ギガビッ ト  ネッ ト ワーク  コネクショ ン

ワイヤレスLAN なし  / インテル(R)  8265 ac 2x2 +BT 4.2

外部インターフェ イス

ネットワークコントローラー※12

拡張ベイ
☆1 外部スリ ムラインベイ ×1、 内部2.5インチ×1、 外部SDスロッ ト ×1

拡張スロッ ト
☆1 M.2 PCIe x1-2230×1、 M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1

最大輝度 250 cd/m2

応答速度 14ms

視野角(水平 / 垂直) 178 °( 水平 ) / 178 °( 垂直 )

色度域 NTSC 比 72 %

コント ラスト 比(最大) 1000 : 1

解像度(最大)、 表示色(最大) 1,920x1,080(60Hz)、 1,677万色

画素ピッ チ 0.247 mm

ディ スプレイ

パネルタイプ 21.5インチ  ワイド フルHD 非光沢スクリ ーン  IPSパネル

アスペクト 比 16 : 9

グラフィ ッ クス

プロセッ サー内蔵 インテル® HD グラフィ ッ クス  610

ビデオメモリ / 標準解像度※10 メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480～4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色

サウンド Conexant CX5001 codec、 内蔵スピーカー

オプティカルドライブ なし  / DVD-ROMド ライブ（ 9.5mmスリ ムライン）  / DVDライター（ 9.5mmスリ ムライン）

メ ディ アカード リ ーダーライター なし/ SD メディアカードリーダーライター ※9

ハードディスクパーティション※8 なし / Cド ライブ  : 20%、 Eド ライブ  : 50%、 Fド ライブ  : 30% / Cド ライブ  : 50%、 Eド ライブ  : 50% / Cド ライブ  : 60GB、 Eド ライブ  : 残り

スト レージ※7 SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600 : 128GB / 256GB

インテル® OptaneTM メモリー※6 なし

メモリスロット※5 2 SODIMMソケッ ト (1ソケッ ト  / 2ソケッ ト 占有済み)、 DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)

メ モリ 容量(最大容量) PC4-19200(2400MT/s)※3 :  4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大32GB※4)

チッ プセッ ト インテル® Q270 チッ プセッ ト

筐体 液晶一体型

プロセッ サー

オペレーティ ングシステム
Windows 10 Home (64bit)

Windows 10 Pro (64bit)



HP ProOne 600 G3 All-in-One/CT

インテル® Core™ i3-7100 プロセッ サー
(3.90 GHz/インテル® スマート ・ キャッ シュ 3MB)

インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー
(3.40 GHz-最大3.80GHz※2/インテル® スマート・

キャッシュ6MB)

インテル® Core™ i5-7600 プロセッサー
(3.50 GHz-最大4.10GHｚ※2/インテル® スマート・

キャッシュ6MB)

インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー
(3.60 GHz-最大4.20GHｚ※2/インテル® スマート・

キャッシュ8MB)

左側面

背面

-

10W / 55W 10W / 52W 11W / 62W 10W / 85W

★ Windows のサポート はマイクロソフト 認定パート ナーにて有償で受けることが可能です。

★ 電話による無償テクニカルサポート 期間は、 本体の保証期間と同一になり ます。 保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポート にてご提供いたします。 有償サービスについて詳し く はhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧く ださい。

★ すべての周辺機器の動作を保証するものではあり ません。

※1

※2 インテル® ターボ・ ブースト ・ テクノ ロジーの最大動作周波数は、 動作しているコアの数に応じて決まり ます。 記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

※3 インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。

※4 32ビッ ト 版オペレーティ ングシステムでは、 メ モリ は3GBまでの認識になり ます。

※5 増設は1枚単位で可能ですが、 デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、 メ モリ スロッ ト の各チャネルの合計容量が同一になるよう に増設することをお薦めします。

※6 Windows10(64bit)での第7世代CPU Core i3 i5 i7選択時のみ利用可能です。

※7 標準搭載のハード ディ スクは容量の全体をNTFSにてフォーマッ ト して出荷されます。 また、 表記上のハード ディ スク容量は、 1GB=10003Byte換算であり 、 1GB=10243Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さ く なり ます。

※8

※9 外部SDスロッ ト を占有します。
※10 解像度及び発色数は、 接続するモニタ ーの表示能力及びサポート するオペレーティ ングシステムにより 異なり ます。

※11 システムメ モリ のサイズによっ て使用領域は可変です。 Windows 7の場合は最大1.7GB、 Windows 10の場合は最大4GBと なり ます。

※12 ネッ ト ワーク ケーブルは付属し ません。 別途お求め下さ い。

※13 Microsoft Office 各製品はプリ イ ンスト ールさ れています。 再インスト ールする場合は同梱のマニュ アルにし たがっ てダウンロード し てく ださ い。 

※14 Windows 10を選択さ れた場合はMicrosoft Windows DefenderがOSの一機能と し て提供さ れます。

※15 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。

※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。

※17 本製品はプロセッサーの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

※18

※19

☆1 拡張スロッ ト および拡張ベイの空数は、 ご選択頂いた構成により 異なり ます。

☆2 2011年度基準の省エネ基準達成率。 表示語A=達成率100%以上200%未満、 AA=達成率200%以上500%未満、 AAA=達成率500%以上となり ます。 100%未満の場合は%を表示しています。

☆3 エネルギー消費効率とは、 省エネ法で定める測定方法により 測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

☆4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://http///www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

☆5
PC3R「PCグリーラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。
環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

起動時にF11キーを押下することで、 復元用ド ライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、 ハード ド ライブ交換時にはお客様にてオペレーティ ングシステムの再インスト ールが必要となり ます。 オペレーティ ングシステムの再インスト ール時にはリ カバリ メ ディ アキッ ト が必要です。 Windows 7のリ カバリ メ ディ アは標準では
添付しており ませんので、 有償オプショ ンをお求めく ださい。 Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro （ 64bit） リ カバリ メ ディ アが標準添付されます。

本製品には冊子マニュアルは付属しません。 マニュアルは製品にあらかじめインスト ールされています。

本システムはWindows 10 Proソフト ウェ アのライセンスおよびメ ディ アを付属していますがWindows 7 Professionalソフト ウェ アとともにプリ インスト ールされています。  一度に使用できるWindowsソフト ウェ アのバージョ ンは1つ限り となり ます。  バージョ ンを切り 替えるには、 一方をアンインスト ールしてから、 もう 一方をインス
ト ールする必要があり ます。  オペレーティ ングシステムのアンインスト ールおよびインスト ールの際にデータを失う ことのないよう に、 すべてのデータ （ ファ イル、 写真など） のバッ クアッ プを取ってく ださい。

ハード ディ スクパーティ ショ ンメ ニューでは、 あらかじめ、 システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEMパーティ ショ ンと 、 復元用ド ライブであるHP Recoveryパーティ ショ ン (Dド ライブ )の領域を確保した上で、 残り の領域について、 お選びいただいたパーティ ショ ンメ ニューの比率にて、 OSがインスト ールされるCド ライブ
と 、 論理ド ライブ (EおよびFド ライブ )を設定します。 リ カバリ メ ディ アを使用してリ スト アを実行した場合やF11キーにより 出荷時状態へ復元した場合も、 ここでお選びいただいたパーティ ショ ン設定が再現されます。

リカバリメディアキット※18 なし  / Windows 10 Pro （ 64bit） 用リ カバリ メ ディ アキッ ト

付属品 保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19

各種規格適合 RoHS指令、J-Moss☆4
、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆5

PCリ サイクル PCリ サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。

エネルギー消費効率(2011年度基準)☆3 対象外※17

国際エネルギースタープログラム 適合

省エネ基準達成率
☆2 対象外※17

電源ユニッ ト 160W 80PLUS認証電源ユニッ ト (電源変換効率90%以上)

消費電力※16(通常 / 最大)

使用環境 温度10-35°C、 湿度10-90%

動作電圧範囲 90 - 264V

サイズ(WxDxH) / 質量 531.45x209.95x404.89（ 最小） ～531.44（ 最大） mm（ スタンド 部含む・ 画面直立状態） 、 約9.49kg

角度調整範囲(チルト 角/高さ調整) 上下： -5°-20°/ 高さ ： 125.8mm

マネジメ ント 機能 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant

インテル
® vProTM 

テクノ ロジー 対応

セキュリ ティ 機能
なし  / HP Client Security Gen3

HP BIOSphere Gen3、 セキュリ ティ ロッ クケーブル用ホール

セキュリ ティ

ソフトウェア※14 なし  / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security36ヶ月版

セキュリティチップ※15 TPM 1.2 / TPM 2.0

言語 日本語版

Microsoft® Office※13 なし  / Microsoft Office Personal 2016/ Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016

Webカメ ラ  & モノ ラルマイク なし  / 1.0メ ガピクセル(30フレーム/秒)Webカメ ラ  & マイク（ Webカメ ラ内蔵）

スピーカー 2W×2内蔵スピーカー(ディ スプレイ内蔵)

キーボード なし  / USBスリ ムスタンダード キーボード (OADG準拠 日本語版109Aキーボード )

マウス なし  / USB光学マウス  / USBレーザーマウス

その他I/O
マイク /ヘッ ド フォン×1

なし

PS/2 -

外部ディ スプレイ Display Port×1

ワイヤレスLAN なし  / インテル(R)  8265 ac 2x2 +BT 4.2

USBポート USB3.1×4(左側面2、 背面2)、 USB 2.0 Type-A(背面2)

外部インターフェ イス

ネットワークコントローラー※12 インテル® I219LM ギガビッ ト  ネッ ト ワーク  コネクショ ン

拡張ベイ
☆1 外部スリ ムラインベイ ×1、 内部2.5インチ×1、 外部SDスロッ ト ×1

最大輝度 250 cd/m2

拡張スロッ ト
☆1 M.2 PCIe x1-2230×1、 M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1

視野角(水平 / 垂直) 178 °( 水平 ) / 178 °( 垂直 )

応答速度 14ms

コント ラスト 比(最大) 1000 : 1

色度域 NTSC 比 72 %

画素ピッ チ 0.247 mm

解像度(最大)、 表示色(最大) 1,920x1,080(60Hz)、 1,677万色

ディ スプレイ

パネルタイプ 21.5インチ  ワイド フルHD 非光沢スクリ ーン  IPSパネル

アスペクト 比 16 : 9

グラフィ ッ クス

プロセッ サー内蔵 インテル® HD グラフィ ッ クス  630

ビデオメモリ / 標準解像度※10 メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480～4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色

オプティカルドライブ なし  / DVD-ROMド ライブ（ 9.5mmスリ ムライン）  / DVDライター（ 9.5mmスリ ムライン）

サウンド Conexant CX5001 codec、 内蔵スピーカー

ハードディスクパーティション※8 なし / Cド ライブ  : 20%、 Eド ライブ  : 50%、 Fド ライブ  : 30% / Cド ライブ  : 50%、 Eド ライブ  : 50% / Cド ライブ  : 60GB、 Eド ライブ  : 残り

メ ディ アカード リ ーダーライター なし/ SD メディアカードリーダーライター ※9

インテル® OptaneTM メモリー※6 なし / インテル® OptaneTM 16GB

スト レージ※7 SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600 : 128GB / 256GB

メ モリ 容量(最大容量) PC4-19200(2400MT/s)※3 :  4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大32GB※4)

メモリスロット※5 2 SODIMMソケッ ト (1ソケッ ト  / 2ソケッ ト 占有済み)、 DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)

筐体 液晶一体型

チッ プセッ ト インテル® Q270 チッ プセッ ト

オペレーティ ングシステム
Windows 10 Home (64bit)

Windows 10 Pro (64bit)

プロセッ サー
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