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ハイブリッドワークに
適したデバイスのご提案



49%

出典：BIGLOBE「ニューノーマルの働き方に関する調査」
20代の学生300人を対象にインターネット調査を実施
調査日：2020年9月10日～9月14日
https://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2020/10/201022-1

学生が働きたいと思う会社の条
件に「在宅勤務・リモートワー
クが可能な会社」が1位にラン
キング。給与の高い会社は
33.3%で7位に

89%

コロナが収束してもテレワークを含
む柔軟な働き方を続けたいと回答し
た在宅勤務経験者の割合

出典：日本HPが実施した顧客向けオンライン調査
従業員規模1000人以下の企業500社を対象に調査
調査月：2020年11月

61%

経営課題としてのワークプレイス戦
略見直しの重要度を企業に聞いた結
果、「非常に重視21.7%」「やや重視
39.2」（合計60.9%）と回答

出典：ザイマックス総研によるメール調査
首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）の1,005社が回答
調査月：2021年1月27日~2月5日
https://soken.xymax.co.jp/2021/03/22/2103-
workplace_strategy/

コロナ禍で大きく変化した人々の意識
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ハイブリッドワーク

⚫ ワークフォースは分散し、クラウド中心のワークスタイルに
⚫ オフィスではコラボレーションを重視

従来のオフィス

未来が予定より早くやってきた
コ ロ ナ に よ っ て 働 き 方 は ハ イ ブ リ ッ ド に

オフィス自宅 サードプレイス

⚫ 職種に関わらず全員がオフィスに通勤
⚫ 例外としてリモートワークが位置づけられていた



在宅勤務の従業員から導入要望が多い
製品やサービス ※単一回答

※ 2021年7月~8月 日本HPが1065社の国内企業を対象にオンラインアンケートで調査（うちテレワーク実施経験企業783社）
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〜オンライン会議の悩み〜

会議室のハウリングが気になる

遠くの席の人の声が聞こえない
家庭音や雑音が気になる 意図しない時にカメラがオンに

• 子どもの声や家族の生活音
• 犬の鳴き声
• 工事の騒音
• サイレンや防災放送
• キーボード音など…

AIベースのノイズキャンセル機能が
おすすめ！

会議室とリモート参加者とのミーティングは、会
議室の席によってリモート参加者から見えず、声
も届きません。また、複数の参加者が会議室にPC
を持ち込むことでハウリングが発生します。

会議室専用PCや360℃全方位マイク、
プレミアムスピーカーがおすすめ！

ソフトウェアでのカメラのオン・オフ操作を
誤って、顔を出したくない時にうっかり映って
しまうことはありませんか？

確実にカメラをオフにできる物理的
なシャッターがおすすめ！

キーボード入力音、周囲の人の話し声、TVの
音、ドアチャイムの音、紙をめくる音、ドア
の開閉音まであらゆる騒音をカット！
拾うべき人の声を識別して音を拾います。

ボタンひとつで物理的に
カメラをオフに。

• 会議室内での快適な音声
やりとりをサポートする
会議室専用PC

• 360°マイク
• Bang & Olufsenプレミアム

スピーカー

ハイブリッドワークの困った！を解決

プライバシーシャッター
プライバシーシャッター（電子制御）

HP Noise Cancellation Software
(AIノイズキャンセル機能）

会議室専用PCはこちら
360°全方位マイク

Bang & Olufsenプレミアムスピーカー

https://www.youtube.com/watch?v=3YeS6Gtiwuk
https://www.youtube.com/watch?v=WDk_Fwt4vEY
https://www.youtube.com/watch?v=j7D7k0f9cTw
https://jp.ext.hp.com/business-solution/online_meeting/
https://www.youtube.com/watch?v=YmKwIueg5C0


〜在宅ワークの悩み〜

世界一安全なHPのPC*なら安全！
HP Wolf Securityで保護します

ハイブリッドワークの困った！を解決

HPビジネスインクジェットプリンター・複合機
はこちら

リモートワークに
おすすめのモニター

はこちら

モニターが小さくて見づらい

会社と同じ環境で仕事したい

プリンターやスキャナーを使いたい。
でも消耗品の購入が面倒。

セキュリティが不安

プリンターやスキャナを利用するためだけに出社！？
家でもプリンターは欲しいけれど、インクなどの購入
や経費精算が面倒。

ノートPCの画面が小さくて生産性が落ちてしまう。

CADの設計や映像制作など会社の高性能マシンを利用
するプロクリエイターは、在宅ワークが難しい…

オフィスの中はファイアウォールで守られていま
したが、自宅からのネット接続は本当に安心なの
か不安…。

セキュリティ搭載プリンター
HP Smart Tank・HP Flexworker Service

モニター接続で生産性アップ！
会社の高性能マシンにリモート接続

• 大容量インクタンク（最大2年分）を
搭載した複合機HP Smart Tank

• 在宅勤務時でもプリンターのサプライ
品を容易に注⽂できるHP Flexworker 
Service

HPワークステーション
ZCentral Remote Boostはこちら

• プリンター本体にセキュリティ機能が
搭載されているHPのプリンター

HP Wolf Securityはこちら
• HP Sure Click：不正Webサイトやメール添付ファイルか

らのマルウェアやウイルス感染をなかったことに！
• HP BIOSphere：不正なGPT書き換えや破損からOSを保護
• HP Sure Run：重要プロセス停止から自動復旧
• HP Sure Start：BIOSが攻撃を受けても自動復旧

HP Wolf Security for Businessが組み込
まれたHPのビジネスPCは、電源を入
れた瞬間からセキュリティ機能が
バックグラウンドで稼働し、OSの
下・中・上の各層で保護される仕組
みになっています。

https://jp.ext.hp.com/printers/business-printers/
https://jp.ext.hp.com/prod/monitors/business/
https://jp.ext.hp.com/workstations/zcentral/remote_boost/
https://jp.ext.hp.com/business-solution/security/
https://www.youtube.com/watch?v=iYvdO8ebKgY
https://jp.ext.hp.com/business-solution/security/
https://www.youtube.com/watch?v=FL_1g1czW1k
https://www.youtube.com/watch?v=piCV7RPiUrU


〜移動の多いモバイルワーカーの悩み①〜

HP Sure View
（内蔵型プライバシースクリーン）

ハイブリッドワークの困った！を解決

HP  Sure Viewバッテリー最大駆動時間
HP Fast Charge

重量

持ち運びが重い

外出先のオンライン会議中なのにバッテリーがピン
チ！PCをフルで使うとバッテリーが一日持たない？
また、出かける前にバッテリーの充電し忘れで慌てた
ことはありませんか？

大きくて重いパソコンは移動の大きな負担。厚みがあ
るとバッグの中でかさばるのも悩み。

カフェや電車の中で資料を開く時、周囲の目が気
になりませんか？のぞき見による情報漏洩が後を
絶ちません。

長時間バッテリー
HP Fast Chargeで急速充電とにかく薄くて軽い！軽量モデル

• バッテリー駆動時間最大20時間（JEITA測定法）を超
えるモデルも。一日中外出していても安心です。

• 充電し忘れ対策にHP Fast Charge機能が便利。30〜40
分で約50%の急速充電が可能！

バッテリーが持つか不安

出かける間際に充電切れ
パソコン画面覗かれていない？

• HPの超軽量モデルなら、パワフルなのに
1Kgを切るモデルも！女性でも軽々。
薄型ならバッグの中でかさばりません。

• 内蔵型プライバシースクリーンの
HP Sure Viewは、ボタン1つで斜め
から見えなくなります。

https://www.youtube.com/watch?v=Rm5CaxHKy4U
https://www.youtube.com/watch?v=FMrhxO64w9g


〜移動の多いモバイルワーカーの悩み②〜

ハイブリッドワークの困った！を解決

紛失・盗難が心配

電車の網棚にパソコンを置き忘れたり、カフェな
どでちょっとトイレにいった隙の紛失・盗難も心
配です。

Tile
ケーブルスロット

HP Tamper Lock

• Tile搭載モデルなら位置で見つけて紛
失防止。

• ケーブルスロットがあればロックを
かけてトイレなどの離席時も安心。

• HP Tamper Lockは本体のカバー取り
外しや不正アクセスを検知してロッ
ク。

位置でみつけるTile 
セキュリティロックケーブル

HP Tamper Lock

米軍調達基準（MIL-STD-810G）
品質試験動画（英語）

落としたり飲み物こぼしたり…

移動中にぶつけたり出し入れの際に落としたり、パ
ソコンが壊れないか心配。うっかりカフェでコー
ヒーをこぼしたり、真夏の車の中に置いてしまった
り、移動の多い人にとって耐久性は重要です。

米軍調達基準レベルの高耐久性！

• 米国国防総省調達基準「MIL-STD-
810G」が定めた厳しい品質テスト
をクリアした堅牢性なら、落とし
たりコーヒーをこぼしたりしても
大丈夫。

4G / 5G

通信が遅い・不安定

外出先でネットワークに接続できないと仕事になりま
せん。公衆無線LANは安全性が心配、モバイルルー
ターを忘れてしまった、スマホのデザリングはいちい
ち面倒などお悩みはありませんか？

どこでもつながる内蔵LTEモデル
がおすすめ！

• LTE（4G）・5G対応モデルなら、どこでも単体で
通信できるのが大きなメリット。

• LTEの利便性は常に接続されているというリアルタ
イム性だけではなく、通信傍受が困難なことから
セキュリティの観点からも高く評価されています。

https://jp.ext.hp.com/business-solution/tile/
https://jp.ext.hp.com/blog/security/product/_hp-tamper-lock_/
https://jp.ext.hp.com/directplus/keyword/mil/
https://www.youtube.com/watch?v=dXI87NiBxPA
https://jp.ext.hp.com/business-solution/telework/lte/


• HP Sure View（プライバシースクリーン）

• Tile / ケーブルスロット

ハイブリッドワークの困った！を解決

HP Easy Clean

外出先で特に気になるのが除菌。手と同じように消毒し
たいと思うのが自然です。パソコンは消毒液で拭いても
大丈夫？

HP Easy Cleanなら
電源切らずに清掃可能

• エタノールを含むクリーナーシート
で約1,000回拭いても耐える表面加
工設計。

• PC清掃時に誤入力を防ぐソフトウェ
ア「HP Easy Clean」を搭載モデルな
ら電源を切らずに清掃ができます。

消毒したい セキュリティが心配

〜移動の多いモバイルワーカーの悩み③〜

世界一安全なHPのPC*なら安全！
HP Wolf Securityで保護します

HP Wolf Securityはこちら

オフィスの中はファイアウォールで守られていましたが、
外出先からのネット接続は本当に安心なのか不安…。

HP Wolf Security for Businessが組み込まれたHPの
ビジネスPCは、電源を入れた瞬間からセキュリ
ティ機能がバックグラウンドで稼働し、OSの
下・中・上の各層で保護される仕組みになって
います。

• HP Sure Click：不正Webサイトやメール添付ファイルか
らのマルウェアやウイルス感染をなかったことに！

• HP BIOSphere：不正なGPT書き換えや破損からOSを保護
• HP Sure Run：重要プロセス停止から自動復旧
• HP Sure Start：BIOSが攻撃を受けても自動復旧

https://www.youtube.com/watch?v=ElDeecP2ZY0
https://jp.ext.hp.com/business-solution/security/
https://www.youtube.com/watch?v=iYvdO8ebKgY
https://jp.ext.hp.com/business-solution/security/
https://www.youtube.com/watch?v=FL_1g1czW1k
https://www.youtube.com/watch?v=piCV7RPiUrU


要
件

バッテリ 堅牢性とデザイン 音 通信 セキュリティ

HP
な
ら

• 高速充電可能（HP Fast 
Charge）≫

• 高耐久性バッテリ（HP Long 
Life Battery）

• 同時充電可能ACアダプター
（HP 65W USB-CスリムACア
ダプター）

• バッテリ交換サービス (HP 
Care Packサービス) ≫

• バッテリ管理機能（バッテ
リヘルス マネージャー）

• パフォーマンスの最適化
（HP Context Aware ）

• 米軍調達基準対応（MIL-STD 
810G/H）≫

• HP独自の耐久性試験準拠
（HP Total Test Process）

• 薄型・軽量デザイン

• プレミアムスピーカー
（Bang & Olufsen共同開発）

• 広範囲からの集音（360°全
方位マイク機能）≫

• ノイズ除去機能（HP Noise 
Cancellation Software）≫

• LTE（4G）、LTE-Advanced対
応

• 5G対応
• eSIM対応
• Wi-Fi6対応 ≫
• ギガビットイーサネット対

応（有線LAN）
• MAC Addressパススルー対応

（HP USB-C Mini Dock他）

• ビジュアルハッキング防止
（HP Sure View/HP Sure View 
Reflect）≫

• Windows Hello対応（顔/指紋
認証）

• 盗難防止対策（セキュリ
ティロックケーブル用ス
ロット）

• 自動ロック/解除（HP 
Presence Aware）≫

• プライバシー保護対策（Web
カメラプライバシーシャッ
ター）≫

• スマートトラッカー（ Tile）
≫

ポ
イ
ン
ト

長時間使用できることは当然
ですが、それ以上に早く回復
したり、高耐久性であること
が必要です。

堅牢であることは重要ですが、
耐久性と携帯性のバランスも
とれていることが必要です。

快適なWeb会議のためには、
クリアで安定した音質や機能
が欠かせません。

いつでもどこでもつながるこ
とは必要ですが、より快適に、
スピーディな通信環境が求め
られます。

ソフトウェア/ハードウェアの
両面から安全な働き方改革を
実現することが必要です。

モバイル環境に適したデバイスの必要な要件とポイント

https://youtu.be/FMrhxO64w9g
https://jp.ext.hp.com/services/business/carepack/battery/
https://youtu.be/aafAGVOJ9y4
https://youtu.be/YmKwIueg5C0
https://youtu.be/j7D7k0f9cTw
https://youtu.be/Gc4Egpe2ZsI
https://youtu.be/Rm5CaxHKy4U
https://youtu.be/WMDfrdgnQj4
https://youtu.be/WDk_Fwt4vEY
https://jp.ext.hp.com/business-solution/tile/

