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HP Compaq nx6125 Notebook PC
強固なセキュリティとベストパフォーマンスを全てのユーザへ

最先端の技術を凝縮した堅牢なセキュリティ。
高い処理能力を最大限に引き出し、
高速処理を実現するアーキテクチャ。
さまざまなビジネスシーンでその真価を発揮する、
ハイパフォーマンスA4ノートPC。

HP Compaq nx6125 Notebook PC
先進のテクノロジーを駆使したセキュリティ機能を集約。
今、優先されるべきビジネスニーズに的確に応える高性能A4ノート。

HPがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

15インチ
TFTカラー液晶ディスプレイ
無線ボタン※/
プレゼンテーションモードボタン

ミュートボタン/
ボリュームコントロール

HP Info Centerボタン

電源ボタン
19mmピッチ
フルサイズキーボード

上下スクロールゾーン

タッチパッド

指紋認証センサ
ステイタスインジケータ
Express
ケーブルロック用
カードスロット×1
スロット
IEEE1394ポート（4ピン） マイク入力

USB 2.0ポート×1（その2）

USB 2.0ポート×2（その1）

電源コネクタ

左側面

背面
外部ディスプレイポート

PCカードスロット×1

Sビデオ出力端子

（ミニD-sub15ピン）

ネットワークポート（RJ-45）

ヘッドフォン出力

光ドライブ

ステイタス
インジケータ

スライド式
ディスプレイリリースラッチ

右側面

6in1メディアスロット

前面
モデムポート（RJ-11）

ステレオスピーカ

※無線ボタンは、内蔵無線LANを搭載している場合のみ使用可能です。

強固なセキュリティを簡単管理
セキュリティハードウェア/ソフトウェアを一元管理できるマネジメントソフトウェア
「HP ProtectToolsセキュリティマネージャ」
を搭載。
複雑になりがちなセキュリティ管理を容易に行うことができます。
「使わせない」
内蔵指紋認証デバイスを全モデルに
標準搭載。正確に、簡易に本人認証
を実現。オプションでスマートカード
も利用可能。

「侵入させない」
システムに負担をかけない拡張
ウィルス防止機能標準搭載とプリ
ロードされたウィルスソフトウェア
でウィルスの侵入を防御。

「持ち出させない」
物理的な持ち出しを防御するセキュ
リティロックスロットはもちろん、ハー
ドディスク自体にもパスワード設定が
できるドライブロック搭載。

「万一のときにも簡単復旧」
ウィルスやオペレーションミスでOS
が起動しないような事態になっても、
簡単に正常稼動していた状態に復旧
可能。

イメージ左：ドッキングステーションを接続しデスクトップとしての使用例

製品特長

拡張ウィルス防止機能

■強固な高レベルのセキュリティ機能
指紋認証デバイスを搭載
電界強度測定方式の最新型半導体リーダーを採
用。指の表面より深い層にある真皮の部分を読
み取ります。従来では読み取りが困難であった
「乾燥指」
、
「 表面が傷ついた指」
、
「 汚れた指」で
あっても正確な本人認証を提供します。
指紋認証デバイスで以下の操作が可能
●

Microsoft® Windows®ログオン認証

●

スタンバイからの復帰/OSロックの解除

●

アプリケーション起動/Webサイトへのアクセス

真皮
基底膜
表皮
皮膚の
表面

皮膚の断面模式図

nx6125は標準で3つの認証設定が可能、大切な個人情報や企業データ
の流出を防止します。

●

●

拡張ウィルス防止機能を備えたプ
バッファオーバーラン
を引き起こす
ロセッサを全てのモデルに搭載して
新種のウィルス
既知のウィルス
未知のウィルス
います。ウィルスソフトでは既知の
ウィルスしか防ぐことができません
アンチウィルス
ソフト
が、拡張ウィルス防止機能は、OSと
拡張ウィルス
防止機能
CPUが連携してウィルスを抑止する
最新のハードウェアセキュリティ
2つの壁で、より安心なパソコン
機能です。市場の60％を占めると
いわれる、OSを攻撃してネットワークで増殖するタイプのウィルス、バッ
ファー・オーバーラン攻撃をするウィルスなどに対して効果を発揮します。
※拡張ウィルス防止機能は、デフォルト設定では、重要なMicrosoft® Windows®のプログラムおよびサー
ビスについてのみ有効です。その他のプログラムおよびサービスを保護する機能はお客様で設定
していただく必要があります。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

3つの防御で情報漏洩リスクを軽減

●

中：指紋認証デバイス 右：セキュリティロックケーブル

Norton AntiVirus 2005搭載
ウィルスやワームの侵入を監視し、自動的に検知、駆除します。最新の
ウィルス定義ファイルは随時インターネットより更新できます。※

パワーオン・パスワード（電源投入時）
電源投入時、OSが起動する前にパスワードを入力。BIOSレベルでパ
スワード認証を行います。たとえOSが入れ換えられてもパワーオン・
パスワードは維持されるため安全です。オプションのスマートカードを
使った認証も可能です。

※ Norton AntiVirus 2005は、60日間無償でウィルス定義ファイルがアップデート可能です。

ドライブロック（ハードディスクアクセス時）
ハードディスク自体にパスワードを設定することにより認証なしでディ
スクアクセスできなくすることが可能です。ハードディスクそのものに
ロックをかけるため、万一ハードディスクを抜き取られて他のPCに接
続されても、内部の情報を読み取ることはできません。

強固なセキュリティ機能を搭載したMicrosoft® Windows® XP
Professional SP2採用（一部モデル）

ログイン・パスワード（OS起動時）
OSのログインにパスワードの入力を行います。内蔵の指紋認証デバイ
スにより指紋でログインすることも、オプションのスマートカードでロ
グインすることも可能です。

物理的に盗難から守るセキュリティ・ロックに対応
PC本体をデスクなどに固定するための、セキュリティワイヤをつなぐス
ロットを装備しています。

暗号化ファイルシステム
（EFS）
やファイルへのアクセス制御など最新のセ
キュリティ技術を採用した、Microsoft® Windows® XP Professional SP2を採
用。これらの設定を有効にすることにより重要なデータの漏洩や不正ア
クセスを未然に防ぐことができます。

■ハイパフォーマンスを実現するテクノロジー

モバイルAMD SempronTM プロセッサ/
これらのセキュリティは全て
「HP ProtectToolsセキュリティマネージャ」 AMD TurionTM 64モバイル・テクノロジ搭載
プロセッサにはモバイルAMD SempronTMプロセッサまたはAMD TurionTM
64モバイル・テクノロジを搭載。プロセッサ・チップセット間で高速なデー
タ転送が可能なHyperTransportTMテクノロジ採用。またAMD PowerNow!TM
テクノロジにより、動作周波数を動的に制御。システムリソースを効率的
に使用し、余計な発熱や電力消費を抑制します。

で一元管理が可能です。

HPのノートブックは安全性、信頼性、簡易性を実現。
HP Compaq nx6125 Notebook PCは、3つのソリューションで企業のTCO削減に貢献します。

安全性 Security

信頼性 Reliability

簡易性 Ease of Use

不正アクセスや情報漏洩、盗難といった
危険から大切なデータを守ります。

ハードな環境や長期使用に耐えうる高
い信頼性を提供します。

使いやすさと管理のしやすさが企業の
生産性を高めます。

■HP ProtectToolsセキュリティマネージャ

■Altirisローカルリカバリ

■共通オプション

強化することで複雑になりがちなセキュリティ管
理を一つのインタフェースで簡略化。

ハードディスク内にスナップショット領域を確保し、

HPの他シリーズのノートPCと共通のオプション
採用により、管理性の向上とコスト削減を実現し
ました。HPドッキングステーションはノートPCに
デスクトップマシン並の拡張性と操作性を提供。
nx6125をデスクトップPCのリプレイスとして利
用可能です。

●クレデンシャルマネージャ

複数のパスワー
ドを一括管理
し、シングル サ
インオンを可能
に。指紋認証デ
バイスを有効に
し、OSログインやアプリケーションのアクセ
ス制御などに利用可能。
●BIOSコンフィグレーション

従来BIOSでしかできなかった、管理者パス
ワードの設定や、各種インタフェースの有
効・無効の切り替えをOS上で可能。

自動または手動でスナップショットを取得可能で
す。ファイル単位の復元はもちろん、OSが全く起
動しない状況でもOSの復元が可能です。※1

■インモールド・ラミネーション・コーティング
ディスプレイカバー、タッチパッドなどに従来の塗
装の数倍の耐久性のあるインモールドラミネー
ションコーティングを採用。傷がつきにくく、真新
しい状態を長期間保ちます。

■HPクライアントマネージャソフトウェア※2
企業内ネットワークで接続された各PCを定期的に
管理し、管理者は現場に出向くことなくリモートで
ドライバのアップデート、BIOS設定の変更、管理、
ト
ラブルシューティングを行うことができます。管理
コストを削減する、
システム管理ソリューションです。

※1 HDDは正常に稼動することが条件となります。
※2 別途ダウンロードが必要になります。弊社ウェブサイトよりダウンロードしてください。

■詳しい情報は http://www.hp.com/jp/notebooksをご覧ください。

HPがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

HP Compaq nx6125 Notebook PC
製品名
型番
モデル
OS
プロセッサ
ステムバス・テクノロジ
チップセット
メモリ※1
メモリスロット
ハードドライブ※2
フロッピーディスクドライブ
オプティカルドライブ※3

HP Compaq nx6125 Notebook PC
EE146PA#ABJ
―
T28/15X/256/40/W/WL/XP
T40/15P/512/80/Y/WL/XH/R
®
®
®
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows® XP Home Edition
モバイルAMD SempronTM プロセッサ 2800+（256KB L2キャッシュ、1.60GHz） AMD TurionTM 64 モバイル・テクノロジ ML-28（512KB L2キャッシュ、1.6GHz） AMD TurionTM 64 モバイル・テクノロジ ML-40（1MB L2キャッシュ、2.2GHz）
HyperTransportTM テクノロジ（最高1600MHz、全二重）
ATI社製 Radeon® Xpress 200M
256MB PC2700 DDR-SDRAM（最大2GB）200ピン S.O.DIMM
512MB PC2700 DDR-SDRAM（最大2GB）200ピン S.O.DIMM
2（1）
約40GB内蔵（Ultra ATA-100、4200rpm、SMART機能対応）
約80GB内蔵（Ultra ATA-100、5400rpm、SMART機能対応）
オプション
DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ（固定式）
固定式 8倍速DVD±RW/CD-RWマルチドライブ（DVD-ROM最大8倍速、
最大24倍速 CD-ROMドライブ（固定式）
（DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、
CD-ROM最大24倍速、DVD+R最大8倍速、DVD+RW最大4倍速、
CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速）
DVD-R最大8倍速、DVD-RW最大4倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速）
内蔵（最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）
内蔵NetLink Gigabit Ethernet Controller（1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T）
、自動認識、Wake-on-LAN、PXE 2.0リモートブート
―
Broadcom IEEE802.11b/g、Wi-Fi準拠（オン/オフボタン付き）
―
WPA、WPA2、WEP 64bit/128bit、LEAP
ATI社製 Radeon® Xpress 200Mに内蔵
最大128MB（メインメモリと共有 使用状況により変動）
15インチTFTカラー液晶ディスプレイ
1,024×768/XGA（最大1,677万色）
1,400×1,050/SXGA+（最大1,677万色）
640×480、800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1600×1200 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート
（本体ディスプレイとのデュアル・インディペンデント･ディスプレイ表示対応）
タッチパッド
6ボタン（プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン※7、音量ミュート、音量大、音量小）
PCMCIA（TypeⅠ/Ⅱ対応、32-bit CardBus、16-bit PC Card対応）
×1、ExpressCard/54（ExpressCard/34×1としても使用可、ExpressCardTM Standard Release 1.0準拠）
×1
キーピッチ：19.05mm×19.05mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
［91キー］
PCカードスロット×1、Expressカードスロット×1､外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）
、IEEE1394ポート（4ピン）
×1、ステレオマイク入力、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力、
電源コネクタ､モデムポート（RJ11）
、ネットワークポート（RJ45）
、Sビデオ出力端子（NTSC/PAL対応）
、USB2.0ポート×3、拡張コネクタ※9、セカンダリトラベルバッテリコネクタ※10、6in1メディアスロット×1※11
ADI AC 97 CODEC、16ビットステレオサウンド（サウンドブラスタープロ互換）
、ステレオスピーカ
パワーマネジメント機能（ACPI準拠）
、Wake-on-LAN※12、PXE 2.0リモートブート
内蔵指紋認証センサ、HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、
ドライブロック、ケーブルロック
製品本体 328×267×31（最薄部）mm、梱包箱 398×345×168mm
製品本体 約2.79kg、梱包状態 約4.23kg
動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47-63 Hz、約280g、47×106×28mm（突起部・コード含まず）
平均約21W（最大約65W）
S区分 0.00009
S区分 0.00009
S区分 0.00006
リチウムイオンバッテリ
（6セル、10.8V、4.8Ah）約315g、53×203×20mm（突起部含まず）
リチウムイオンバッテリ
（8セル、14.4V、3.6Ah）約455g、100×220×25mm（突起部含まず）
標準バッテリ：最大約2.5時間、セカンダリトラベルバッテリ搭載時：最大約5.3時間
HPファスト・チャージ・テクノロジ※16対応、電源オフ時 約2.5時間（90%充電までは約1.5時間）
、電源オン時 約3-5時間
Adobe Reader、Altirisローカルリカバリ、HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Norton AntiVirus（60日間試用版）
、Intervideo WinDVD Player、Sonic Record Now!※17
®
®
Microsoft Windows XP
PCリサイクルラベル、ACアダプタ、電源コード、
ACアダプタ、電源コード、オペレーティングシステムディスク、
ドライバリカバリディスク、保証書等
オペレーティングシステムディスク、
ドライバリカバリディスク、保証書等
保証期間1年（1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証）
グローバルワランティ※21
EE105PA#ABJ
S28/15X/256/40/D/XP

モデム※4
ネットワークコントローラ
無線LAN
無線LANセキュリティ
グラフィックスタイプ
ビデオメモリ
ディスプレイタイプ※5
液晶表示最大解像度/表示色
外部ディスプレイ※6
ポインティングデバイス
ワンタッチボタン
PCカードスロット※8
キーボード
インタフェース
オーディオ機能
マネジメント機能
セキュリティ機能
サイズ（幅×奥行き×高さ）
質量※13
ACアダプタ
消費電力
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆
標準バッテリ※14
セカンダリトラベルバッテリ※14（オプション）
バッテリ駆動時間※15
バッテリ充電時間
主なソフトウェア
対応OS
主な添付品※18
保証期間※19

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。
※1 スロット1に256MBメモリを装着済。※2 ハードドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。※3 コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM（Content Protection for Recordable Media）
の著機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の
（ドット）
や、
外部入力端子に接続した場合、
「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。※4 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素
常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※6 接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。※7 無線LAN搭載モデルでのみ稼動。※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※9 拡張コネクタは別売りオ
プションのドッキングステーション接続時に使用します。※10 セカンダリトラベルバッテリコネクタは別売りオプションのセカンダリトラベルバッテリ接続時に使用します。※11 メモリースティック、メモリースティックPro、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカード
は、同時に使用することはできません。
「メモリースティック」の「マジックゲート」
（著作権保護）機能には対応しておりません。
「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターを使用しても、ご利用いただけません。メモリースティックDUO、メモリースティックDUOアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。
「メモリースティ
ック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com「SDメモリーカード」
、
「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利
用できません。
「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。
「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/ ※12 すべての電源状態からの起動をサポートします。※13 構成によ
り異なります。
（15インチディスプレイ、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ搭載モデルで計測）※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原
因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。※15 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法
（Ver1.0）
に準拠して測定しております。※16 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。※17 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供と
なります。Intervideo WinDVD Player、Sonic Record Now!はCD-ROMドライブ搭載モデルには付属いたしません。※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。なおMicrosoft® Windows® XP Home Editionを搭載した製品の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
一となります。※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 HPまたはHP正規保守代理店が保証サービスを提供しているすべての国で適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定め
（動作時）
：温度10〜35°
C、相対湿度10〜90%（但し、結露しないこと）
。
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。HPは、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。※ 環境条件

オプション製品
電源（バッテリ）

外付けデバイス

65W ACアダプタ
DC359A#ABJ
ACパワーコード
（3m）
DC851B#ABJ
90Wカー/エアー/ACコンボアダプタ
DV574A#ABJ
HPセカンダリトラベルバッテリ
PB993A
リチウムイオンバッテリ
（6100/6200シリーズ用） PB994A
HP USB外付けフロッピーディスクドライブ
DC361B
HP外付けマルチベイⅡ
PA509A#B13

マルチベイ
オプション※

メモリ

※マルチベイⅡオプションの利用には、HP外付けマルチベイⅡが必要です。

HP Care Packハードウェアサービス（オプション）

サービス内容
ノートブック D用

拡張デバイス
SDメモリ
（128MB）
FA135A#AC3
マルチベイⅡ 80GB（5400rpm）
ハードドライブ
PH357A
SDメモリ
（256MB）
FA136A#AC3
DVD±R/RWドライブ
（マルチベイⅡ対応）
PA851A
SDメモリ
（512MB）
FA184A#AC3
DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ（マルチベイⅡ対応）
PA850A
アクセサリ
光学式USBスクロールマウス（カーボンカラー）
DC369A
DVD-ROMドライブ（マルチベイⅡ対応）
PA849A
光学式小型USBマウス
F2100A
256MB DDR SDRAMメモリ
（PC2700）
DC389B
ケンジントン社製セキュリティロックケーブル
PC766A
512MB DDR SDRAMメモリ
（PC2700）
DC390B
HPドッキングステーション
PA286A#ABJ
1GB DDR SDRAMメモリ
（PC2700）
DC890B
■HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

ハードウェアオンサイト翌日対応

標準保証の内容を3・4・5年間の
ハードウェアオフサイトクーリエにアップグレードします。

標準保証の内容を3・4・5年間の
ハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。

＊お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス

PC OS リストア※

.

ハードウェアオフサイトクーリエ

＊エンジニアによる訪問修理サービス

3年用

4年用

5年用

3年用

4年用

5年用

U4395A

U7881A

U7882A

U4386A

U7875A

U7876A

サービス内容
PC OS リストア

障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、
ハードウェア製品に同梱のリストアCDを使用して
オペレーティングシステムの再インストール作業を行います。
3年用

4年用

5年用

243614-292

243615-292

291166-292

※ハードウェアオンサイトのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。同年数のノートブック D用ハードウェアオンサイト翌日対応と同時にご購入ください。
※本サービスの提供を受ける際には、ハードウェア製品ご購入時に同梱されております弊社リストアCDが必要になります。また、弊社リストアCDによって起動可能なCD-ROMドライブを本体内蔵または外付けにてご提供いただく必要があります。
●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細
な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能
に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にMicrosoft® Windows® 95 、Windows® 98 用、Windows NT® Workstation 4.0 用、Windows® 2000 用、
Windows® XP 用、DOS/V 用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に
対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/
PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

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。

日本HPのオンラインストア

HP Directplus

HP Directplus
ご注文・お問い合わせ

03-6416-6161
月曜日〜金曜日9：00〜19：00 土曜日10：00〜18：00
（日曜、祝祭日／お休み）

http://www.hp.com/jp/directplus/

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2005年7月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company,L.P.
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