
オンライン会議の悩み

在宅ワークの悩み

持ち歩きの悩み

こんなお悩みありませんか？

遠くの席の人の声が聞こえない

会議室でハウリングしてしまう

思わぬ時にカメラがオンに…

モニターが欲しいなぁ

スキャナとプリンターがあれば…

セキュリティが心配

ネット接続が不安定…

重い。落としたりぶつけたり…

のぞき見されていない？

バッテリーが切れちゃう！

置き忘れや紛失が心配

消毒したい

生活音が気になって集中できない

HP Wolf Security

HP Sure View
薄型・軽量・頑丈！

HP Sure ShutterWeb会議専用PC
HP Elite Slice G2 

会議室専用PCで高品質な音声・ハウリング
のない快適な会議を実現します。

LTE（4G
5G対応

HP Elite Dragonfly G2

時代と共に変化する働き方。新型コロナウイルスをきっかけに、在宅勤務をはじめとする「テレワーク」と
出社して働く「オフィスワーク」を併用したハイブリッドワークが注目されています。

ハイブリッドワークのメリット
・働く場所を柔軟に選択でき、ワークライフバランスを実現できる
・パンデミックのリスクを最小限に抑えた働き方ができる
・臨機応変な働き方で生産性を高める
・多様な働き方をサポートすることで、優秀な人材確保につながる
・オフィスの面積を適正化できる

HPのビジネスPCは、世界で
最も厳しいといわれる「NIST 
SP800-193」の要件をクリア
する機能を搭載。

ハイブリッドワークにも最適
です！

ハイブリッドワーク時代の最適なソリューション

Zoom Roomsをプリインストール。
ノイズキャンセル機能で生活音
も気になりません。

物理的にレンズのシャッターを
閉じてカメラの誤操作を防止。

HP EliteOne 800 G6 All-in-One
コラボレーションモデル

HPのソリューションでお悩みを解決！

テレワークにおすすめの
プリンターはこちら！

外付けディスプレイで在宅ワークの効率アップ！

HPならPCもプリンター/スキャナも安心・安全

気になる時に電源切らずにさっと
消毒！HP Easy Clean

一日中使える長時間
バッテリー・高速充電

紛失してもすぐに探せ
るスマートトラッカー

989ｇ
（※）

ボタン1つで周りから画面が見え
なくなるプライバシーフィルター

自宅

オフィス

サードプレイス

最終更新日：2021年12月1日

※質量989gは、512GB SSD以上のストレージ否搭載又はHP 
Sure View Reflect（内蔵プライバシースクリーン機能）非搭
載での質量です。構成により質量は異なります。

https://jp.ext.hp.com/printers/personal/inkjet/special/plusone/telework/


地球の未来に責任を持つということ

ハイブリッドワークにおススメなPCをご紹介

HP Elite Dragonfly G2

「軽さ」と「パワフルさ」を両立する次世代型コンバーチブルPC

超軽量プレミアムコンバーチブル
細部まで精巧に施された美しいデザイン

HP EliteOne 800 G6 All-in-One

• Bang & Olfusen監修オーディオ、HPノイズキャンセリングソフト
ウェアを搭載。

• ストレージオプションはM.2 SSDを最大1TBまで選択可能。デュ
アルストレージ構成やRAID構成も可能。

• メモリは最大32GBまでカスタマイズ可能。
• オプションのWLANはWi-Fi 6に対応
• 次世代のウイルス対策ソフトHP Wolf Pro Security Edition選択可能

HP EliteOneシリーズの詳細はこちら

HP Eliteシリーズの詳細はこちら

•インテルⓇEvoTMプラットフォーム準拠
•高速・大容量通信 5Gに対応※

•米軍調達基準（MIL STD）および12万時間を超えるテストをクリ
アした耐久性
•AIベースのノイズキャンセリング機能搭載
•30分で50%まで充電できるHP Fast Charge
•スマートトラッカーTile搭載
•約1000回の清掃・消毒に耐えられる設計
•標準保証よりもワンランク上のHP Elite Premium Support利用可能
•充実のセキュリティ機能

23.8インチ フルHDディスプレイ &
高さ調整可能スタンド

世界で最も安全なビジネスPC※1

※1：Windowsおよび第8世代以降のインテル® プロセッサーまたはAMD Ryzen™ 4000 シリーズ以降のプロ
セッサーを搭載したHP Elite PCシリーズ、第10世代以降のインテル® プロセッサーを搭載したHP ProDesk 600 
G6シリーズ、第11世代以降のインテル® プロセッサーまたはAMD Ryzen™ 4000 シリーズ以降のプロセッ
サーを搭載したHP ProBook 600シリーズ追加費用・追加インストール不要のHP独自の標準装備された包括的
なセキュリティ機能と、ハードウェア、BIOS、Microsoft System Center Configuration Managerを使用するソフト
ウェア管理などPCのあらゆる側面におけるHP Manageability Integration Kitの管理に基づく。（2020年12月時点、
米国HP.inc調べ。）

HP EliteBook 840 Aero G8

•インテルⓇEvoTMプラットフォーム準拠
•米軍調達基準(MIL STD-810H)および12万時間を超えるテストをク
リアした耐久性
•太陽光の下でも見やすい1000nitsディスプレイ
•360度全方位マイク/Bang & Olufsenのオーディオ
•AIノイズキャンセリング機能搭載
•スマートトラッカーTile搭載
•長時間バッテリ駆動最大20.7時間（JEITA2.0）・高速充電対応
•充実のセキュリティ機能

マグネシウムボディによる
薄型軽量14インチ

（※最軽量時の質量。構成により異なります）

約1.13kg
HP EliteBook 830 G8

•インテルⓇEvoTMプラットフォーム準拠
•Windows 10 Pro搭載でビジネス向けの機能が充実
•屋外でも見やすい1000nits高輝度液晶
•プライバシースクリーン機能※

•LTE-Advanced対応※/Wi-Fi 6対応
•米軍調達基準（MIL STD-810H）クリア
•360度全方位マイク
•AIベースノイズキャンセリング機能搭載
•最先端技術のセキュリティ搭載でサイバー攻撃リスクから保護
•スマートトラッカーTile搭載

約1.26kg

ハイブリッドワーク時代の要望に応え
るハイエンドモバイルノートPC

◼ ハイブリッドワークで考慮すべきポイントはこちら

◼ テレワーク環境でも快適で安全に仕事ができるLTE

（4G）・5G対応モデルはこちら

◼ 持ち出したノートPCを「位置」で見つけて紛失防止！

Tileの情報はこちら

◼ TeamsやZoomに対応。会議スペースに設置するWeb会議

専用PCはこちら

大画面かつ薄型軽量の
ハイパフォーマンスノートPC

約989g

（※最軽量時の質量。構成
により異なります）

（※最軽量時の質量。構成
により異なります）

（※一部モデルでの対応となります）

（※オプションとなります）

液晶一体型PC

13.3インチ

13.3インチ

https://jp.ext.hp.com/prod/desktops/business/elite/
https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/elite/
https://jp.ext.hp.com/business-solution/office/
https://jp.ext.hp.com/business-solution/telework/lte/
https://jp.ext.hp.com/business-solution/tile/
https://jp.ext.hp.com/business-solution/online_meeting/


ハイブリッドワークにおける管理者のお悩みを解決！

【 HP PCおよび他社のWindows 10PC対応 】

機械学習に基づいた予測分析プラットフォーム（HP Tech Pulse）を活用したアラートや迅速な問題解決を提供
します。

【 HP PC対応 】

アプリケーション隔離保護＋脅威インテリジェンス および実用的な洞察

https://jp.ext.hp.com/business-solution/enterprise_security/

https://jp.ext.hp.com/services/business/active-care/

クラウドベースのAIを活用したサービスで、マルチベンダーのデバイスに対して、ハードウェアおよびソフト
ウェアの洞察を提供します。

【 他社製PCにも対応 】

https://jp.ext.hp.com/services/business/proactive/insights/

HP Wolf Enterprise Security

アプリケーションの隔離保護と脅威インテリジェンスで、マルウェアを封
じ込めながらリアルタイム分析もできるセキュリティソリューションです。

IntelⓇ vProⓇ Platform

インテル® vPro® テクノロジー搭載のHPビジネスPCを使用することで、
システム担当者は場所や時間にとらわれることなく、目の前に従業員の
デバイスがあるかのようなサポートが実現します。優れた運用管理と
ハードウェアレベルのセキュリティを提供し、HP独自のセキュリティ機
能とコラボレーションすることで、ハードウェアレベルでのより強固な
セキュリティ確保が可能となります。

https://jp.ext.hp.com/prod/feature/vpro/

https://jp.ext.hp.com/business-solution/enterprise_security/
https://jp.ext.hp.com/services/business/active-care/
https://jp.ext.hp.com/services/business/proactive/insights/
https://jp.ext.hp.com/prod/feature/vpro/

