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最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。
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お問い合わせ窓口
日本
HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
トアで扱っ
ている製品に関する購入の窓口 日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
お問い合わせ窓口
※ その他ご不明な点は
下記お問い合わせ窓口まで
ご連絡ください
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※個人のお客様のみ土曜日10：00〜17：00も受付
※個人のお客様のみ土曜日10：00〜17：00も受付

ご購入前の
日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口
お問い合わせ窓口
ご購入後の
ご購入後の
カスタマー・インフォメーションセンター
HP Directplus
お問い合わせ窓口
お問い合わせ窓口
お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。
お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。
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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。
安全に関するご注意
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ケータイでアクセスして情報を入手！
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スペシャルコンテンツ配信中
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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。
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HP ProBook 6560b Notebook PC
信頼性の証、国内生産

最新テクノロジーによる高い性能に加え、
テンキーやシリアルポートの標準装備により、
快適な操作環境を実現します。

HP がお勧めする Windows® 7.

※製品画像は米国仕様です。

●

第2世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーによる高性能と、高い拡張性で快適な環境を実現

●

従来のモデルと比べて消費電力が約46%向上

●

15.6
Wide

ドッキングステーションやシリアルポートなど、互換性や拡張性に優れた設計

従来モデル比 約46%削減の省電力を実現

高いパフォーマンスで生産性を向上
®

グラフィックコアとCPUコアが統合された第2世代インテル Core™ プロ
®

最新のモデルでは、従来モデルと比較して消費電力が約46%向上していま

セッサー・ファミリーは、
インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0やイン

す。さらに、
標準で搭載されている、
HP Power Assistantを使用することで、一

テル® ハイパースレッディング・テクノロジーをサポート※し、処理性能が飛躍

週間分の電力消費のプランを5分単位で設定することができ、例えば、昼休み

的に向上しました。

の時間帯はスリープ
（または休止状態）
にするなどの細かい設定が可能です。

※インテル® Core™ i3 プロセッサー選択時はターボ・ブースト・テクノロジーは利用できません。

■ 1台当たりの消費電力

ターボ・ブースト・テクノロジー OFF

CPUコア

ターボ・ブースト・テクノロジー
（前世代のインテル Core
プロセッサー・ファミリーで対応）

使わないコアは
OFFにして
電力を節約。

CPUコア

ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0
（第2世代インテル Core プロセッサー・ファミリーから対応）

25

グラフィックスコア

CPUコア

グラフィックスコアも
CPUコアと同じ
ダイに搭載

グラフィックの負荷が高い作業

◀消 費 電 力 管 理ソ
フト ウェア「 H P
Power Assistant」
により、消 費 電 力
量の確認や、一週
間の電源設定の
スケジュールが簡
単に可能です。

CPUの発熱や電源容量に余裕が
ある時、
一時的に負荷の高い作業
を定格より高い周波数で処理。

定格より高いパフォーマンスで

26W

20

17 W

15

の場合はグラフィックスコアも
すべてのコアが
定格のクロックで動作

■ HP Power Assistant

30

■ インテル ターボ・ブースト・テクノロジー

10

動作可能。

5

14W

消費電力を

最大

46%

ソフトウェアをダウンロードして適用頂く
ことでピークシフトにも対応

削減可能！

■ インテル ハイパースレッディング・テクノロジー
インテル® HT
テクノロジー非対応CPU

各コアが

1つのスレッドを 処理
（

命

令

）

Core
1
Core
2

データの流れ
タの流れ

0

インテル® HT
テクノロジー対応CPU

Core
1

各コアが2つのスレッドを
（

命

同時処理

令

）

4年前のPC
（nx6310）

従来製品
（6550b）

新製品
（6560b）

Core
2

データの流れ

各コアが、同時に2つのスレッド
（命令）
を処理することでパフォーマンスが大幅に向上します。

互換性や拡張性に優れた設計
ドッキングステーションに装着することで外付けのキーボードやディスプ
レイなどが接続でき、デスクトップ代替えPCとして使用が可能です。大
型ディスプレイを接続し、マルチスクリーン構成にするなど、自在な使い

▲ ドッキングステーション背面。
接続すればデスクトップ代替とし
ても活用頂けます。

方ができます。また、USBやディスプレイポートだけでなく、
シリアルポー
トやパラレルポート※を装備。既存の周辺機器との接続も可能です。
※ドッキングステーション接続時

▲ ドッキングステーション

第2世代インテルⓇ CoreTM i5 プロセッサー

HP がお勧めする Windows® 7.

HP ProBook 6560b Notebook PC シリーズ
モデル
製品番号
プロセッサー

B840/15.6H/2/500/X/r/7PR/M
A6C64PA#ABJ

2350M/15.6H/2/500/D/r/7PR/M
A6C65PA#ABJ

インテル® Celeron® プロセッサー B840
（2MB L3キャッシュ、1.9GHz）

インテル® Core™ i3-2350Mプロセッサー
（3MB L3キャッシュ、2.3GHz）

2540M/15.6H/2/500/D/s/7PR/M
QG652PA#ABJ

2540M/15.6H/2/500/X/s/7PR/M
QG653PA#ABJ

インテル® Core™ i5-2540Mプロセッサー
（3MB L3キャッシュ、2.6GHz-3.3GHz）

Windows® 7 Professional 32bit 正規版
インテル® vPro™ テクノロジー無効
モバイル インテル® HM65 Express チップセット
（
2GB 2048MB×1）1333MHz DDR3-SDRAM（最大8GB）
2スロット（204ピン SO-DIMM）
（シリアルATA Ⅱ、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応）
500GB HDD（7,200rpm）

OS
インテル® vPro™ テクノロジー
チップセット
メモリ※1
メモリスロット
ストレージ※2
オプティカルドライブ※3

DVD-ROMドライブ

スーパーマルチドライブ

webカメラ
モデム
ネットワークコントローラー
無線LAN※5

スーパーマルチドライブ

なし
内蔵（最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応）
内蔵 インテル 82579V Gigabit Network Connection
（1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T）Wake-on-LAN※4

インテル Centrino® Advanced-N 6205
（IEEE 802.11a/b/g/n、Wi-Fi準拠、CCX準拠）、
オン/オフスイッチ付き
インテル Centrino® Wireless-N 1000
（IEEE 802.11b/g/n、Wi-Fi準拠、CCX準拠）、
オン/オフスイッチ付き
Wi-Fi Adapter：CCX準拠、最大128bit WEP、WPA、WPA2、AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP

無線LANセキュリティ

Bluetooth

15.6インチワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ（1,366×768/最大1,677万色）

ポインティングデバイス
ワンタッチキー
拡張カードスロット※8
キーボード
インターフェイス
オーディオ機能
マネジメント機能
セキュリティ機能
セキュリティチップ
指紋認証センサー
サイズ
（W×D×H）
質量※13
ACアダプター
消費電力
（通常時※14/最大時）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
環境関連法規対応
標準バッテリ※15
HPセカンダリ拡張バッテリ※15
バッテリ駆動時間※16
バッテリ充電時間

なし
インテル® HD グラフィックス3000
（プロセッサー内蔵）
最大815MB（メインメモリと共有）
（メインメモリ2GB搭載時）、最大1696MB（メインメモリと共有）
（メインメモリ4GB搭載時）

（プロセッサー内蔵）
インテル® HD グラフィックス

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
（液晶表示最大解像度/表示色）※6
外部ディスプレイ※7

☆1

主なソフトウェア※18
リサイクルラベル
リカバリメディア※20
主な添付品※21
保証期間※22

DisplayPort：最大 2560×1600、最大 1,677万色 60Hz
アナログRGB ミニD-sub15ピン：最大 2048×1536、最大 1,677万色 100Hz
デュアルポイント
（ポイントスティック＋タッチパッド
（ジェスチャー対応、
オン／オフ機能付））
QuickWebキー、無線オン/オフボタン、音量ミュート、音量大-小、電卓キー
Expressカード/54、SD カードスロット（SDHC/SDXC/MMC対応）※9
キーボード
（日本語）
：キーピッチ：19×19mm、キーストローク：2.2mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列［106キー］
、
テンキー
シリアルポート（RS232C D-sub9ピン）、外部ディスプレイポート
（アナログRGB ミニD-sub15ピン）、DisplayPort、USB2.0ポート×4、eSATA/USB2.0コンボポート×1、IEEE1394aポート
（4ピン）、ネットワークポート
（RJ45）、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力、拡張コネクター※10、セカンダリバッテリコネクター※11
SRS Premium Sound™、High Definition Audio support、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
パワーマネジメント機能
（ACPI準拠）、Wake-on-LAN
HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、クレデンシャルマネージャー、Device Access Manager、Drive Encryption、ファイルサニタイザー、HPディスククリーナー※12、Privacy Manager for HP ProtectTools、
TPM1.2 Embeddedセキュリティチップ、Theft Recovery for HP ProtectTools、セキュリティ ロック ケーブル用スロット
TPM1.2準拠
パームレストに内蔵
374×250×34.3（最薄部、突起部含まず）-37.5（最厚部）-39（最厚部、突起部含む）mm、梱包箱 420×160×345 mm
約2.62kg、梱包状態 約3.91kg
HP 65WスマートACアダプター（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60Hz、約247g、47×108×31mm（突起部・コード含まず））
約13W/約65W
N区分 0.242（A）
N区分 0.200（A）
N区分 0.177（A）
RoHS指令 / グリーン購入法 / 国際エネルギースタープログラム / VCCI / J-Moss（JIS C0950）☆2 / PCグリーンラベル（★☆☆ 2011）☆3 / 等
リチウムイオンバッテリ
（3セル、31WHr）
オプション
（リチウムイオンバッテリ
（9セル、73Wh、14.4V、3.6Ah）
最大約3.1時間（3セルバッテリ）
HPファスト・チャージ・テクノロジー対応※17、電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約3-5時間
セカンダリ拡張バッテリ
（オプション）
電源オフ時：約3.5-5時間、電源オン時：約4-7時間）
HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HP QuickWeb、HP DayStarter、PDF Complete（試用版）※19、Norton Internet Security 2011（60日間試用版）、HP Power Assistant、HP Connection Manager、
Theft Recovery for HP ProtectTools、HP Support Assistant、HP Wallpaper、HP Software Setup等
なし
Windows® 7 Professional 32bit用リカバリメディア
スマートACアダプター、電源コード、保証書等
標準保証：1年
（1年間引き取り修理サービス※23、1年間パーツ保証/電話サポート）
グローバルワランティ※24

Windows® 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。

※1 32ビットオペレーティングシステムでは利用可能な最大メモリが4GBに制限されます。また、4GBの中からPCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、4GB全ての領域を使用することはできません。8GBメモリのご利用には64ビットオペレーティングシステムが必要です。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。これはHPが
製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。※2 プライマリパーティション
（Cドライブ）
は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成
を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、
オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。※3 ○DVD-ROMドライブ
（アップグレードベイ対応）
【読込み速度】DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速○スーパー
マルチドライブ
（アップグレードベイ対応）
【読込み速度】DVD-RAM 最大5倍速、DVD-ROM・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R
（2層式）
・DVD-R
（2層式）
最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速【書込み速度】DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW・DVD+R（2層式）
・DVD-R（2層式）
最大6倍速、DVD+RW・DVD+R・DVD-R 最大8倍速、CD-R・
CD-RW 最大24倍速 ※4 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN（Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame）、電源オフ時からのWake-on-LAN（Magic Packetのみ）をサポート ※5 無線LANは、IEEE802.11a（W52/W53/W56）に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。
リフレッシュレートに依存します。
IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。※6 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（ドット）や、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。※7 接続するディスプレイの解像度、
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。※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 SDメモリーカード、SDHC、SDXC、マルチメディアカード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。
「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。
「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/）※10 拡張コネ
クター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。※11 セカンダリバッテリコネクターは別売りオプションのHPセカンダリ拡張バッテリ接続時に使用します。※12 ハードドライブのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスククリーナーにより、ハードドライブ内
のすべてのデータを消去可能です。
リサイクル/廃棄時にはHPディスククリーナーでのデータ消去を推奨します。※13 構成により異なります。※14 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。※15 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。※16 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。上記駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）
に準拠して測定しておりま
す。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）測定構成：インテル® Celeron® プロセッサー B810、2GBメモリ、250GB
（Serial ATAⅡ、7200rpm）、Windows® 7 Professional 32bit 正規版※17 90%充電まで約90分で可能。※18 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供
となります。※19 試用版のPDF作成機能は、期間もしくはPDF作成枚数に制限があります。詳細はアプリケーションのヘルプをご確認ください。※20 購入いただいたOSと同じ種類のOS用リカバリメディアが添付されます。HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。
リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取
り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。www.hp.com/jp/recoverykit ※21 添付品は予告無く変更になる場合があります。※22 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※23 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。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※24 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。☆1 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。※環境条件
（動作時）
：温度0〜35℃
（光ドライブ非書き込み時）
、温度5〜35℃
（光ドライブ書き込み時）
、相対湿度10〜90％
（但し、結露しないこと）
。
（非動作時）
：温度-20
〜60℃、湿度5〜95%（但し、結露しないこと）
。※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、
ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低
温やけどの恐れがあります。☆2 J-Mossグリーンマークに対応しています。※J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/をご覧ください。☆3 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版）
を満たしています。※詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧下さい。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。

オプション製品

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。
ACパワーコード（3m）
HP 65W スマートACアダプタ
HP 65W スリムスマートACアダプター
HP 90W スマートACアダプター
HP 90W スリムスマートACアダプター
90W コンボスマートアダプター
HP 230W スマートACアダプター
セカンダリ拡張バッテリ
（9セル73WHr）

電源
（バッテリ）

DC851B#ABJ
ED494AA#ABJ
AX727AA#ABJ
ED495AA#ABJ
BT796AA#ABJ
AJ652AA#ABJ
AT895AA#ABJ
QK639AA

（6560b/8060p,w用）
HP6セル3年保証バッテリ
（6560b/8460p/8560p/8460w用）
9セルバッテリ
HP USB スーパーマルチドライブ
光学式USBスクロールマウス
（カーボンカラー）
USB光学式小型マウス
レーザーマウス
（USB）
2GBメモリ PC3-10600
4GBメモリ PC3-10600

電源（バッテリ）
外付けドライブ
アクセサリ

メモリ

QK642AA
QK643AA
A2U57AA#UUF
DC369A
RH304AA
BZ023AA#ABJ
AT912AA#UUF
AT913AA#UUF

セキュリティ

ドッキングオプション

HPプライバシーフィルタ（15.6W）
HPセキュリティロックケーブル（施錠式）

AU103AA#UUF
BV411AA
AU656AA#UUF
AY475AA#UUF
VB041AA#ABJ
VB043AA#ABJ
AY052AA#UUF

ドッキングステーション用ケーブルロック

HPセキュリティロックケーブル
HP 90W ドッキングステーション
HP 230W ドッキングステーション
USB 2.0 ドッキングステーションⅡ

HP Care Packハードウェアサービス（オプション） HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/totalcare
サービス内容
ノートブックD用

ハードウェアオフサイトクーリエ

ハードウェアオフサイトアクシデントサポートクーリエ

ハードウェアオンサイト翌日対応

ハードウェアオンサイトHD返却不要翌日対応

ハードウェアオンサイトトラベル翌日対応

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

水漏れ、
落下、
衝撃、
サージ等の
偶発的な事故による障害、
盗難による損害も対象となるサービス

お客様先に出張訪問し修理するサービス

交換により取り外されたハードディスクをHPの所有とせず、
お客様の所有とする権利を付与します

日本国内を含む世界85カ国以上で、ハードウェアオンサイト
翌日対応のサービスを受けることができます

3年用

4年用

5年用

3年用

4年用

5年用

3年用

4年用

5年用

3年用

4年用

5年用

3年用

4年用

5年用

U4395E

U7881E

U7882E

U4400E

U9587E

UF222E

U4391E

U7875E

U7876E

UE339E

UE340E

UE341E

UC909E

UC910E

UC911E

●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。●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。

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

03-6416-6444

月〜金 9:00〜19:00 土 10:00〜17:00
（日、
祝祭日、
年末年始および5/1を除く）

HPのノートブックPC製品に関する情報は

【背面】

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

インテル ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。
インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は最新世代のインテル ターボ・ブースト・テクノロジーであり、
第2世代インテル® Core™ プロセッサーでのみ利用可能です。
各PCメーカーにお問い合わせください。
実際の性能はハードウェア、
ソフトウェア、
システム構成によって異なります。
詳
細については、
http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/を参照してください。インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応したシステムが必要です。詳細について
は、
各PCメーカーにお問い合わせください。
性能は、
使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。
インテル® HTテクノロジーは、
一部のインテル® Core™ プロセッサーで
は利用できません。
詳細については、
http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/hyperthreading_more.htmを参照してください。インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用
するにはセットアップと有効化を行う必要があります。どのような機能を利用できるか、
どのような結果が得られるかは、
ハードウェア、
ソフトウェア、
およびIT環境のセットアップと構成
によって異なります。
詳細については、
http://www.intel.com/technology/vpro/（英語）を参照してください。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Centrino ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel Viiv、Viiv Inside、Intel vPro、vPro
Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
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2012年2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。
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【右側】
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

無線オン/オフボタン
QuickWebボタン
ミュートボタン
計算機ボタン
HP指紋認証センサー
モデムポート
シリアルポート
電源コネクター

DisplayPort
USB 2.0ポート×2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

17 18 19

SDカードスロット
IEEE1394aポート
eSATA/USB2.0コンボポート
外部ディスプレイポート（VGA）
ExpressCard/54スロット
USB 2.0ポート×2
オプティカルドライブ
ネットワークポート（RJ-45）
セキュリティ ロック ケーブル用スロット

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1
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