わたしを惹きつけるもの
HP Spectre 13

株式会社 日本HP

見惚れるほどの造形
側面は、内側に向かってエッジを削ることで、
シャープな印象をもたせる大胆な造形と、
ディスプレイを開ける際に、
指が引っかかりやすいという機能性を両立させました。

− 質 量−

1.11 kg
− 薄 さ−

10.4 mm
心惹かれる、淡い輝き
幾重もの工程を得て、丹念に磨き上げられた、
滑らかなセラミックホワイトボディ。
柔らかな輝きをまとった
淡いゴールドをアクセントとした、
洗練されたデザインです。

上品さを備えた、凛とした佇まい
上品なセラミックホワイトカラーの天面は、
幾重もの工程を経て造形されています。
細部に至るまで丁寧に、徹底的な美意識のもとに、
上品さを研ぎ澄ましました。

徹底した美学
高級家具からインスピレーションを得て設計された、
リング ヒンジ 。
筐体に吸い込まれる、魔法のような構造が印象的。
パソコンのヒンジは外側から見えてて当たり前、
そんな常識をHP Spectre 13は軽々と超えていきます。

ナローベゼルだから
コンパクト&スマート
斜めからでも見やすいIPSパネルと
耐久性・傷耐性に優れた

Gorilla®ガラス 4を採用した
タッチ対応フルHDディスプレイ。
ベゼルを極限まで削ぎ落として
すっきりコンパクトな設計です。
また、キーボードは、バックライト機能により
優れた視認性を誇ります。

いつも、妥協なく。
やりたいことを思いのままに。クラス最上級のスペックで快適作業を約束します。
あなたの顔を認識し、簡単にサインインできる、
安心のセキュリティ機能、Windows Helloに対応しています。

製品仕様
モデル

スタンダードモデル

OS

Windows 10 Pro（64bit）

パフォーマンスモデル

スタンダードモデル

パフォーマンスモデル

プロセッサー

インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

カラー

セラミックホワイト

メモリ

8GB

16GB

8GB

16GB

ストレージ

256GB SSD（PCIe NVMe M.2）

512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

360GB SSD（PCIe NVMe M.2）

512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

オプティカルドライブ

−

アッシュブラック

Webカメラ

HP Wide Vision フルHD Webcam（約92万画素）/ IRカメラ

無線LAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2、機内モードオン / オフボタン付き

グラフィックス

インテル® UHD グラフィックス 620
（プロセッサーに内蔵）

ビデオメモリ

メインメモリと共有

ディスプレイ
（液晶表示最大解像度 / 13.3インチワイド・フルHD ブライトビュー・IPSタッチディスプレイ
（1920×1080 / 最大1677万色 / 300nit / 166ppi）
表示色)
外部ディスプレイ

最大3840 × 2160 / 最大1677万色

ポインティングデバイス イメージパッド
（タッチジェスチャー対応）
メディアカードスロット

−
バックライトキーボード
（US 配列）

キーボード

バックライトキーボード
（日本語配列）

セキュリティ

パワーオンパスワード、
アドミニストレーターパスワード、TPM2.0、Windows Hello対応
（顔認証）

インターフェイス

USB Type-C™ 3.1×3 / 電源オフUSBチャージ機能対応（うち2つはThunderbolt™ 3対応）、ヘッドフォン出力 / マイク入力コンボポート×1

オーディオ

Audio by Bang & Olufsen デュアルスピーカー、Realtek High Definition Audio準拠、内蔵デュアルマイク

サイズ
（幅×奥行き×高さ
約308×225×10.4
（最薄部）
−12.5
（最厚部）mm / 約1.11 kg
mm）/ 質量

AC アダプター
消費電力
（標準時 / 最大時）

65W USB Type-C™ AC アダプター
（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60Hz）

65W USB Type-C™ 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7W / 65W

省エネ法に基づく
エネルギー消費効率

M区分0.021（AAA）

バッテリ

リチウムイオンバッテリ
（4セル / バッテリファストチャージ機能対応）

M区分0.019（AAA）

M区分0.021（AAA）

バッテリ駆動時間

約11時間15分

オフィスソフト

なし / Office Personal Premium プラス Office 365 サービス / Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

M区分0.019（AAA）

セキュリティソフトウェア マカフィー ® リブセーフ
（1年版）
主なソフトウェア

HP Support Assistant、リカバリマネージャ（リカバリメディア作成）、その他

主な添付品

専用ケース、USB Type-C™ to USB A変換アダプター、速効！HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、
ダックヘッド
（コンセント直付け用）
、
電源コード、
保証書等

標準保証

1年間（引き取り修理サービス、パーツ保証）、使い方サポート（1年間）

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。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。
製品の詳しい仕様、注釈などについては、
日本HP のWeb サイトをご確認ください。

純正アクセサリー（別売りオプション）

大切に使ってほしいから。
本体を傷から守る専用のブランドの世界観を体現するシンプル&エレガントなレザークラッ
チバッグ。 [ 2HW35AA#UUF ]

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。

●カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。
そのため実際の製品とは多少異なることがあります。
●画面はハメコミ合成です。Microsoft®、Windows®は 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。Intel、
インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、
Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Itanium、Itanium Inside、
アメリカ合衆国および / または
Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Xeon、Xeon Inside、Intel Xeon Phi は、
その他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。McAfeeおよびその他のマークは、
米国法
人 McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
記載されている会
社名および製品名は、
各会社の商標または登録商標です。
記載事項は 2018 年3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。

PCのUSB Type-Cポ ートに 接 続して 使 用 す る、HDMI、VGA、RJ45、USB3.0、
USB2.0、Type-C（充電用）ポートを搭載した、小型で持ち運びにも最適な拡張ド
ック。PCのポート不足を解消します。 [ 2SR85AA#UUF ]

製品の詳細はこちらから

www.hp.com/jp/spectre_13_af
※写真は米国仕様です。
また、
広告用に撮影したもので、
見る角度・明るさなどで色味は変化します。
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