
オーディオ出力（ヘッドフォン）
オーディオ入力（マイク）
電源ボタン
スクロールゾーン
セキュリティ ロック ケーブル用スロット
ネットワークポート（RJ-45）
通気口
外部ディスプレイポート
（ミニD-sub15ピン）
HDMIポート
USB 2.0ポート×1
ExpressCard/34スロット
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22.

内蔵マイク×2
13.3型ワイドHD液晶ディスプレイ
スピーカー
HP Info Center/HP QuickLook ボタン
無線オン/オフボタン※

※無線機能搭載時のみ稼動。

キーボード
タッチパッド
電源コネクター
オプティカルドライブ（選択時）
USB 2.0ポート×2
SD/MMCカードスロット
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高いコストパフォーマンスを実現
外出時にも快適なモバイルライフを実現するインテル® Centrino®2 
プロセッサー・テクノロジーに対応。チップセットには、高いグラフィッ
ク性能を実現するモバイル インテル® GM45 Express チップセット
を、CPUには、省電力と高性能を併せ持つインテル® Core™2 Duo 
プロセッサーを選択可能。また、メインメモリには、1,333MHzのDDR3
高速メモリを搭載。最大8GB※までの拡張が可能です。
※ GL40チップセットの場合の最大は4GBです。

鮮やかに描き出す「16：9」パネルを採用
高解像度（1,366×768ドット）の、13.3型ワイドディスプレイを搭載。横幅
が広がったワイド画面なので、複数のウィンドウを表示しても見やすく、
Windows Vista®のサイドバーやガジェット機能も有効に配置できます。

充実のインターフェイス
10/100/1000Mbpsの有線LANを標準搭載。802.11 a/b/g/draft-n
に準拠した無線LANやBluetooh 2.1を選択搭載可能です。また、大画
面テレビと簡単に接続できるHDMIポートを標準装備。映像とマルチチャ
ンネル音声を、ケーブル1本で転送できるので、ノートPC内の高品質映
像を大画面テレビで再生することが可能です。

時には外出先でモバイルPCとして使いたいが、
普段はオフィスのメインマシンとして使いたい。
そんなお客様にぴったりなモバイルノートPCです。
モバイルのために妥協しないスペックと
テクノロジーを搭載し、
13.3型のワイドディスプレイを装備しつつ、
携帯可能な約1.88kg～の軽さを実現。
機能性と機動性を共に追求しました。

国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象
製品に関する基準を満たしていると判断します。
（2009年7月1日発効基準）

スタンダードA4ノートPC
HP ProBook 4310s/CT Notebook PC



製品名 HP ProBook 4310s/CT Notebook PC

OS※1 Windows Vista® Business 正規版 Service Pack 1適用済み（SP1）
Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード）

Windows® 7 Professional 32bit 正規版
Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows® 7 Professional 32bit 正規版 ダウングレード）

プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー T3000 （1MB L2キャッシュ、1.8GHz、800MHz FSB） インテル® CoreTM2 Duo プロセッサー P8700（3MB L2キャッシュ、2.53 GHz、1,066MHz FSB） インテル® CoreTM2 Duo プロセッサー T9600（6MB L2キャッシュ、2.80 GHz、1,066MHz FSB）
チップセット モバイル インテル® GL40 Express チップセット モバイル インテル® GM45 Express チップセット
メモリ※2 1GB（1,024MB×1） / 2GB（2,048MB×1） / 4GB（2,048MB×2） 1,333MHz DDR3-SDRAM（最大8GB ただし、GL40チップセットは最大4GB）
メモリスロット 2スロット（204ピン SO-DIMM）
ハードドライブ※3 160GB（7,200rpm） / 320GB（7,200rpm） 内蔵（シリアルATA、S.M.A.R.T機能対応）
フロッピーディスクドライブ オプション
オプティカルドライブ※4 なし / DVD-ROMドライブ （固定式） / スーパーマルチドライブ（LightScribe対応）（固定式）
指紋認証機能 なし
webカメラ なし
モデム なし
ネットワークコントローラー 内蔵1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

無線LAN なし / インテル® Wi-Fi Link 5100（IEEE 802.11a/b/g/n、Wi-Fi準拠、オン/オフボタン付き）※5

無線LANセキュリティ（無線LAN搭載モデル） インテル® Wi-Fi Link 5100 ： 最大128bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES （support for key sizes of 128, 192, and 256 bits）, 802.1x authentication types EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST

Bluetooth※6 なし / Bluetooth2.1準拠（内蔵）
グラフィックスタイプ モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 4500MHD（チップセット内蔵）
ビデオメモリ Windows® XP選択時 ： 最大1,024MB（メインメモリと共有）（メインメモリ2GB以上搭載時）　Windows Vista®、Windows® 7選択時 ： 最大1,759MB （メインメモリと共有）（メインメモリ4GB以上搭載時） 
ディスプレイタイプ（液晶表示最大解像度/表示色）※7 13.3型ワイドTFTカラー HD液晶ディスプレイ、LEDバックライト（1,366×768 / 最大1,677万色）
外部ディスプレイ※8 アナログRGB ミニD-sub15ピン ： 最大1,920×1,200 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート　HDMI 1.3 ： 最大1,920×1,080、最大7チャンネルオーディオ
ポインティングデバイス タッチパッド （上下スクロール機能付き）
ワンタッチボタン QuickLookボタン、無線オン/オフボタン※9

拡張カードスロット※10 ExpressCard/34×1、SDカードスロット×1※11

キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列［91キー］
マウス なし / 光学式USBスクロールマウス / USB光学式小型マウス
インターフェイス 外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、USB2.0ポート×3、ネットワークポート（RJ45）、HDMI 1.3ポート、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1

オーディオ機能 High Definition Audio support、ADI1984AJCPZ High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
マネジメント機能 パワーマネジメント機能（ACPI準拠）等
セキュリティ機能 HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HPディスククリーナー※12、メモリチェンジアラート、ワンステップログオン、オーナーシップタグ、管理者パスワード、セキュリティ ロック ケーブル用スロット（内寸約6.9×3.0mm）、HP 3D ドライブガード、ドライブロック
セキュリティチップ なし
サイズ（幅×奥行き×高さ） 325×229×27（最薄部、突起部含まず）-38（最厚部）-42（最厚部、突起部含む）mm、ディスプレイ直角オープン時高さ240mm、梱包箱385×160×345mm

質量 約1.88kg（オプティカルドライブなし）、約2.04kg（オプティカルドライブあり）、約2.27kg（オプティカルドライブ、オプションの8セルバッテリ搭載時） 梱包状態 約3.40kg

電源 バッテリまたはAC100V（ACアダプター：HP 65WスマートACアダプター（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47～63Hz、質量 約280g、外形寸法47×106×28mm（突起部・コード含まず））
電源動作範囲 AC100V±10%　50/60Hz

消費電力（標準時※13/最大時）  約13W/約65W

省エネ法に基づくエネルギー消費効率 l区分 0.00028（Windows® XP時）　l区分 0.00024（Windows Vista®時）　l区分 0.00019（Windows® 7時） l区分 0.00019（Windows® XP時）　l区分 0.00017（Windows Vista®時）　l区分 0.00014（Windows® 7時） l区分 0.00018（Windows® XP時）　l区分 0.00015（Windows Vista®時）　l区分 0.00012（Windows® 7時）

省エネ基準達成率 AAA（目標年度2007年度）

VCCI基準 VCCIクラスB

標準バッテリ※14 リチウムイオンバッテリ（4セル、37WHr）約222g、140×53×20mm（突起部含まず）
バッテリ駆動時間※15 最大約5時間（オプションの8セルバッテリ使用時：最大約7時間）
バッテリ充電時間 HPファスト・チャージ・テクノロジー※16対応、電源オフ時 約2時間（90%充電までは約1.5時間）、電源オン時 約3-5時間
ソフトウェア プリインストール/プリロード※17 HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、PDF Complete、McAfee Total Protection（60日間試用版）、Intervideo WinDVD Player※18、Roxio Creator（対応ドライブ搭載モデル）、HP Recovery Manager（Windows Vista®搭載時のみ）、HP QuickLook3等

オフィス なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® PowerPoint® 2007

リカバリメディア※19 Windows Vista® Business 正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み：Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア
Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード）：Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア、Windows® XP Professional用リカバリメディア 

Windows® 7 Professional 32bit 正規版：Windows® 7 Professional 32bit用リカバリメディア
 Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み （Windows® 7 Professional 32bit 正規版 ダウングレード）：Windows 7 Professional 32bit用リカバリメディア、Windows® XP Professional用リカバリメディア

主な添付品※20 スマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間※21 1年（1年間引き取り修理サービス※22、1年間パーツ保証）/3年（3年間引き取り修理サービス※22、3年間パーツ保証）

グローバルワランティ※23

HP ProBook 4310s/CT Notebook PC ※　　　　は、CTO（注文仕様生産）により選択可能な項目です。

ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。安全に関するご注意

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性
があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は http://hke-store.jp/ をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について
フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。
青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i -フィルター」＊（http://www.daj.jp/cs/）などのソフトウェアを
購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。
＊「i -フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意
•埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から

22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では 製品の電源を投
入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。

•無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は http://www.hitachi.co.jp/wireless/をご覧ください。

●記載されている製品の内容・仕様は2009年11月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと
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。

●画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のう
え、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

•Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、 Celeron、
Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro 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、Windows Vista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。
•その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所　　製造元：日本ヒューレット・パッカード株式会社

※1 Windows Vista® 正規版はService Pack1が適用になります。Windows® XP Professional 正規版は、Service Pack 3が適用になります。※2 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。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ー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。DDR3メモリは、DDR2メモリとの互換性がありませんのでメモリ増設の際、ご注意ください。※3 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。 Windows Vista®プリインストールモデルでは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。※4 ○DVD-ROMドライブ ＜読込＞ DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD+R（2層式） 最大4倍速、DVD-R（2層式） 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-
RW 最大4倍速、DVD-RAM 最大2倍速、CD-ROM, CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速　○スーパーマルチ ドライブ（LightScribe対応） ＜書込＞ DVD-RAM 最大5倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD+R（2層式） 最大4倍速、DVD-R（2層式） 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、CD-R 
最大24倍速、CD-RW 最大16倍速 ＜読込＞ DVD-RAM 最大5倍速、DVD+RW, DVD-RW 最大8倍速、DVD+R（2層式）, DVD-R（2層式） 最大4倍速、DVD-ROM, DVD+R, DVD-R 最大8倍速、CD-ROM, CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速　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）の著作権保護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ーを本商品の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。※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。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。IEEE802.11nはdraft 2.0。IEEE802.11a/b/gのみWi-Fi準拠。※6 対応Profile：Serial Port Profile（SPP）1、
Service Discovery Applicaton Profile（SDAP）、Dial-Up Networking（DUN）1,2、Generic Object Exchange Profile（GOEP）1,2、Object Push Profile（OPP）1,2、File Transfer Profile（FTP）、Synchronization Profile（SYNC）、Hard Copy Cable Replacement（HCRP）1,2、Personal Area Networking 
Profile（PAN）1,2、Human Interface Device Profile（HID）1,2、FAX Profile（FAX）、Basic Imaging Profile（BIP）2、Headset Profile（HSP）、Hands Free Profile（HFP）、Advanced Audio Distribution Profile（A2DP）、１はWindows® XP SP2で対応、2はWindows Vista®で対応。※7 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。※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。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。
※9 無線搭載モデルでのみ稼動。※10 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。※11 SDメモリーカード、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。miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDUO等のメモリカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着
されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを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 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 スマート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。※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。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® Core™2 Duo プロセッサー P8700、2GBメモリ、320GB（Serial ATA、7,200rpm）、リチウムイオンバッテリ（4セル、37WHr）、Windows® 
XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード） ※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ーからの提供となります。※18 Windows® XPおよびWindows Vista®搭載時のみ。※19 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。但し、Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード）にはWindows Vista® 正規版とWindows® XP Professional 正規版のリカバリメディア
が添付され、Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）には、Windows® 7 Professional 正規版とWindows® XP Professional 正規版のリカバリメディアが添付されます。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 ※20 添付品は予告無く変更になる場合があります。※21 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※22 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。※23 グローバルワランティ（海外での
サポート）は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。グローバルワランティは国、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。※メモリを最大容量にするためには、標準メモリボードを取り外す場合があります。※使用するメモリスロットの数は、カスタムメイド構成により異なります。※すべての対応
周辺機器の動作を保証するものではありません。※構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち、使用できないものがあります。構造をご確認いただいてからご使用ください。※モデム、ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。※本製品には有寿命部品
が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。（電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス）。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1ヵ月に25日以内の通常
の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。※製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。※プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。※プリ
インストール/添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェア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/添付ソフトウェアのバージョン/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。※内蔵無線LANは国内法の電波法に基づい
て設計しています。海外での使用はできません（海外で使用すると罰せられる可能性があります）。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています（屋内のみ可）。※オプティカルドライブを搭載していないモデルの場合、リカバリメディアからのOSインストールには、別途外付けDVDドライブをご用意
いただく必要があります。※3Dドライブガードの耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません※スピルレジスタントキーボードは、防水性を保証するものではありません。※オプティカルドライブは、種類により関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。※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。※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。【ご注意】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。☆ 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0～35ºC（光ドライブ非書き込み時）、温度5～35ºC（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 -20～60ºC、湿度5～95%（但し、結露しないこと）。

オプション製品

電源オプション
HP 65W スマートACアダプター
8セルバッテリ（4300シリーズ用）

アクセサリ
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

外付けデバイス
USB 2.0 ドッキングステーション
USB DVDスーパーマルチドライブ メモリ

1- GBメモリDDR3

2-GBメモリDDR3

4-GBメモリDDR3

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ
■製品情報サイト  http://www.hitachi.co.jp/businesspc/

■インターネットでのお問い合わせ  http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/

■電話でのお問い合わせはHCAセンターへ  0120 -2580-12（利用時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く））

株式会社 日立製作所　情報・通信グループ　エンタープライズサーバ事業部 2009.12SP-633
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