
タブレットとしても使える
軽量13.3型コンバーチブルノートPC

HP Elite Dragonfly G2/CT Notebook PC 

タブレットとしても使えるノートPC、 HP Elite Dragonfly G2/CT Notebook PC 。厚さ約16.1mm、重
さ約989g（最軽量構成時）の薄型軽量ボディに、360度回転するタッチディスプレイを搭載し、ビジネ
スシーンに合わせタブレットモード、180度開いて対面相手へ画面を共有するフラットモードなど５つの
モードに変化が可能です。

安心の保証内容
お客さまのご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送する
引き取り修理サービスと保証期間中の故障部品について無償
交換をするパーツ保証を標準で1年間ご提供。
交換により取り外されたストレージ(ハードドライブ:HD(注
1))にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要
サービスもサポートします。

(注1) ハードドライブには HDD および SSD などが含まれます。

日立の導入支援サービス
（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）
お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立
の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負荷を軽
減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定
やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス
マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マス
ターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス
お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージ
にコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス
PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、
ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■トレース情報提供サービス
お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情
報を電子データにて提供します。

360度回転するタッチディスプレイ
タッチディスプレイが360度開閉可能となっており、さまざま
なシーンに合わせ、ノートパソコン、タブレットモードの他に
渉外営業に向くフラットモード、画面共有や外付けのフルサイ
ズキーボード使用時に便利なテントモード、スタンドモードと
５つのモードに変化が可能です。

米軍調達基準をクリアする耐久性
持ち運びを考慮して落下や振動、粉じん、過酷な温度条件など
の米軍調達基準をクリアする耐久性を備えています。

優れたモバイル性能
狭額ベゼル、マグネシウム筐体の採用による小型軽量ボディ、
無線LANはWi-Fi6に対応しており高速通信が可能です。ビジネ
ス用途に適した優れたモバイル性能で働き方改革を支援します。

タブレットモード テントモード



製品名 HP Elite Dragonfly G2/CT Notebook PC

モデル i5-1135G7 / 8GB i5-1135G7 / 16GB / Sure View i7-1165G7 / 16GB / Sure View

プリインストールOS Windows® 10 Pro (64bit)（日本語版）※1

動作可能OS ※2 Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise

プロセッサー ※3 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー（4コア、8スレッド、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz）
インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー（4コア、

8スレッド、12MBキャッシュ、 最大4.70 GHz）

インテル® vPro™テクノロジー 無効

メモリ容量 ※3 オンボード8GB LPDDR4X オンボード16GB LPDDR4X

メモリスロット オンボードタイプのため、空きスロットなし（増設不可）

SSD ※4※5
128 GB M.2 SSD（PCIe NVMe） / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 

インテル® Optane Memory H10 with Solid State Storage（32GB＋512GB） / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)

オプティカルドライブ なし

Webカメラ 720p HD Webカメラ（静止画：92万画素、動画：92万画素、固定焦点レンズ）、IRカメラ（Windows Hello対応）、プライバシーシャッター付き

ネットワークコントローラー なし

無線LAN / Bluetooth インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax（アンテナ数：送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth5 ※6

無線LANセキュリティ
認証：WPA2 / 認証プロトコル：802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’) /

暗号化：64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP

WWAN なし ※7

Tile 搭載

グラフィックスタイプ インテル® Iris® Xe グラフィックス（プロセッサー内蔵）

ディスプレイタイプ ※8
（液晶表示最大解像度/表示色）

13.3型ワイド（16：9）フルHD 液晶タッチディスプレイ
（光沢、1,920×1,080ドット、400cd/m²、

最大1,677万色、IPS方式）、LEDバックライト、
ambient light sensor

13.3型ワイド（16：9）フルHD 液晶タッチディスプレイ（光沢、1,920×1,080ドット、1,000cd/m²、
最大1,677万色、IPS方式）、LEDバックライト、ambient light sensor、

HP Sure View Reflect（内蔵プライバシースクリーン機能）搭載

外部ディスプレイ ※9 HDMI（2.0）

ポインティングデバイス クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）

拡張カードスロット なし

キーボード 日本語、防滴機能付き、キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き

マウス なし / USB光学式小型マウス / ワイヤレスマウス

インターフェイス USB4 Type-C™ポート（Thunderbolt™4 ） x2、USB3.1 Type-Aポート×1（パワーオフUSB充電対応）、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1

オーディオ機能 Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵トリプルマイク（全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能搭載）

マネジメント機能 HP Driver Packs ※10、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen4 ※10

セキュリティ機能
HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP Sure Click、HP Sure Run Gen4、HP Sure Recover Gen4、HP Sure Admin、

HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase（NIST準拠）※11、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット

セキュリティチップ TPM2.0準拠

指紋認証センサー パームレストに内蔵

サイズ（幅x奥行きx高さ） 約 304.3 x 197.5 x 16.1 （最厚部、突起部含まず）mm

質量 ※12 約 989g

ACアダプター
HP 65W USB Type-C™アダプター（HP ファストチャージ対応、動作電圧：100-240 VAC（電源コードは100VAC）、

動作周波数：50-60 Hz）サイズ：88.0 x 53.5 x 21.0（突起部・コード含まず）mm、約220g

消費電力（通常時 ※13/最大時） 約 5W / 65W

省エネ基準達成率 ☆1☆3 A

エネルギー消費効率
(2022年度基準) ☆2☆3

12区分23.2kWh/年

各種規格適合 RoHS指令☆4、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、J-Moss（JIS C0950）☆5 、VCCIクラスB ☆6、PCグリーンラベル（★★★Ver.13）☆7 など

標準バッテリ ※14 リチウムイオンポリマーバッテリ（2セル、38WHr）、高耐久性（充放電回数：1000回 / ロングライフ）

バッテリ駆動時間 ※15 JEITA測定法Ver2.0 ：最大約14.0時間

バッテリ充電時間 ※16 電源OFF、スリープ時：50%まで約30～45分、90％まで約90分

ソフトウェア
※17

プリインストール/
プリロード

HP Support Assistant、HP WorkWell(英語版)  など

オフィス なし / Microsoft Office Personal 2019 / Microsoft Office Home & Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019

リカバリメディアキット※18 なし / あり：Windows® 10 Pro用リカバリメディア（日本語版）

ペン なし / Wacom AES Rechargeable Pen
付属品 ※19 HP 65W USB Type-C™アダプター、保証書 など

保証期間 ※20

引き取り修理サービス ※21：1年間保証（パーツ保証、1年間バッテリ保証）、3年間保証/4年間保証/5年間保証（パーツ保証、3年間バッテリ保証）
出張修理サービス：３年間保証/4年間保証/5年間保証（パーツ保証、3年間バッテリ保証、HD返却不要、翌営業日以降対応※22）

グローバルワランティ※23

は注文仕様生産により選択可能な項 目です

※1 本システムはWindows® 10 ソフトウェアのライセンスを付属し ていま す。
※2 動作に必要なBIOS・ドライバを提 供いた します 。全て のバー ジョン ・機能 の動作 を保証 するも のでは ありま せん。 Enterpr ise はボリ ューム ライセ ンスをMicro soft社 から購 入し、 アップ グレー ドする エディ ション です。 Enterpr ise のみが 持つ機 能に関 しては 提供元 の

Microsoft社へお問い合わせください 。

※3 1kB（キロバイト）=1,024 バイトの計算値です。1MB（メガ バイト ）＝1,0 24^ 2バイ トの計 算値で す。1G B（ ギガバ イト） ＝1,02 4^3 バイト の計算 値です 。
※4 1kB（キロバイト）＝1,000バイ トの計 算値で す。1 MB（メガ バイト ）＝1, 000 ^2バ イトの 計算値 です。 1GB（ ギガバ イト） ＝1,0 00^ 3バイ トの計 算値で す。1 TB（テラ バイト ）＝1,0 00^ 4バイ トの計 算値で す。

※5 プライマリパーティション（Cドラ イブ） は全領 域がNTF Sフォ ーマッ トとな ります 。標準 ツール では、 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。

※6 対応プロファイル： SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、P AN、HID 、HFP、 A2DP 、AVRCP

※7 WWAN搭載モデルはBTOモデルの みの販 売とな ります 。
※8 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。

※9 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 。
※10 これらのソフトウェアはプリイン ストー ルされ ません 。http ://ww w.hp.com/g o/clie ntmana gement からダウンロードし適用することが 可能で す。
※11 ストレージ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。Secu re Eraseにより、ストレージ内の すべて のデー タを消 去可能 です。 リサイ クル・ 廃棄時 にはSecu re Eraseでのデータ消去を推奨し ます。

※12 質量989gは、512GB SSD以上のストレージおよびHP Sure View Reflect（内蔵プライバシースクリーン機能 ）非搭 載での 質量で す。構 成によ り質量 は異な ります 。 重量は個体差があり、同じ構成でも異 なる場 合があ ります 。
※13 ACアダプター運用時。周辺 機器の 接続な しで、O S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 などは 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。ま た本製 品のバ ッテリ はユー ザーが 着脱お よび交 換でき るタイ プでは ありま せん。

※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。

※16 バッテリ充電時間は目安です。バ ッテリ の状況 により 変動し ます。
※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。プ リイン ストー ルソフ トウェ アは予 告なく 変更と なる場 合があ ります 。

※18 本製品のリカバリメディアには製 品出荷 時にイ ンスト ールさ れてい る一部 のアプ リケー ション は付属 してお りませ ん。リ カバリ メディ アでの リカバ リ後、 必要に 応じて サポー ト＆ド ライバ ーペー ジより ソフト ウェア をダウ ンロー ドし、 インス トール して利 用する ことが 可
能です。 http://www8.hp.com/jp/ja/support -driver s.htm l ストレージ交換またはフォーマット 時には 、お客 さまに てリカ バリメ ディア キット によるO Sの再 インス トール が必要 となり ます。 プリイ ンスト ールOSとリカ バリメ ディア キット のOSの バージ ョンは 異なる 場
合があります。リカバリメディアは 日本HP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 。 http://www.hp.com/jp/recoverykit 

※19 添付品は予告無く変更になる場合 があり ます。
※20 パーツ保証は修理サービスと同じ 期間提 供いた します 。バッ テリ保 証は障 害時の み対象 です。 （消耗 は対象 外です 。）

※21 お客さまのご希望の場所に引き取 りに伺 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。
※22 障害連絡受付の翌営業日以降にサ ービス マンが お伺い して修 理しま 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 。

☆1 2022年度基準の省エネ基準達成率 。表示 語A=10 0％以 上11 0％未 満、 AA=11 0％以 上14 0％未 満、 AAA= 140 ％以上 。10 0%未満の 場合は %で表 示して います 。
☆2 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規 定する 方法に より測 定した 年間消 費電力 量です 。

☆3 HP社の最大構成で測定・算出された値 に基づ いてい ます。
☆4 RoHS指令で規定される特定有害物 質の使 用制限 に対応 してい ます。
☆5 J-Mossグリーンマークに対 応して います 。J-Mo ssグリー ンマー ク製品 の詳細 情報は 、http s: //jp.ext.hp.com/notebook s/b usine ss/eco/#eco0 4 をご覧ください。

☆6 一般財団法人 VCCI協会基準
☆7 PC3R「PCグリーンラベル制 度」の 審査基 準（ Ver.13）を満 たして います 。詳細 は、We bサイ ト http://www.pc3r.jp/greenlabel /in dex.html 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3 5％未

満、★★は35％以上70％未満、 ★★★ は70 ％以上 を示し ます。
※環境条件（動作時）：温度0～3 5℃、 相対湿 度10 ～90 ％（た だし、 結露し ないこ と）。 （非動 作時） ：温度 -20 ～60 ℃、湿 度5～ 95%（ただ し、結 露しな いこと ）。

【ビジネスＰＣ共通注記】
●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。●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。 ●本製品の内蔵無線LANは国内法の電 波法に 基づい ていま す。I EEE 802.1 1a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 ）。ま た、海 外で無 線LAN をご使 用にな る場合 、その 国の認 可が取 れてい る必要 があり ます。 認証ラ ベルは 、コン ピュー ターの 底面、 または バッテ リベイ 内に貼 付され ていま す。● 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 および 添付品 は予告 無く変 更にな る場合 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 。●添 付ソフ トウェ アの保 証およ びサポ ートは それぞ れのソ フトウ ェアベ ンダー からの 提供に なりま 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 。●す べての ソフト ウェア および 周辺機 器の動 作を保 証する もので はあり ません 。特にWind ows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0
用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記され ている ソフト ウェア および 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 入時に は各ソ フトウ ェアお よび周 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 。●当 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 損害な どの責 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。●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。 ●JEITA測定法とは、社
団法人電子情報技術産業協会が制定 したノ ートP C共通 の「バ ッテリ 動作時 間測定 法（ Ver2.0 ）」で す。詳 細はJEITAホ ームペ ージ http://it.jeita.or.jp/mobile/ をご参照ください。 ●バッテリパックの注意事項は、

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/O SD/pc/b usine sspc/product/attentio n/index.htm l をご覧ください。●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。 ●製品には磁石が取り付けられて いる場 合があ ります 。精密
機器、電子機器、磁気記録媒体、お よび磁 気カー ド等を 本製品 に近づ けます と、そ れらの 機器や 媒体の 機能や データ が影響 を受け る場合 があり ます。 このよ うな機 器類や カード 類を本 製品に 置いた り、近 づけな いよう にご注 意くだ さい。
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http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://www8.hp.com/jp/ja/support-drivers.html
http://www.hp.com/jp/recoverykit
https://jp.ext.hp.com/notebooks/business/eco/#eco04
http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html
http://it.jeita.or.jp/mobile/
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/businesspc/product/attention/index.html


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ストレージ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。ストレージ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。

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

お使いのコンピューターには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあ
ります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源
を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

●製品写真は米国仕様です。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、当社では海外での保守サービスおよ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、外国為替およ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、当社担当営業にお問い合せください。

•HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
•Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core 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：株式会社 日本HP 

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 

受付時間：9:00 ～12:00、13:00 ～17:00（土・日・祝日・当社休日を除く）

株式会社 日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部

安全に関するご注意
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。

各部名称
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10. USB3.1 Type-Aポート（パワーオフUSB充電対応）
11. 電源ボタン
12. ナノセキュリティロックケーブル用スロット

13. クリックパッド

1. 内蔵マイク
2. IRカメラLED
3. 720p HD Webカメラ、

IRカメラ（Windows Hello対応）
4. プライバシーシャッター
5. HDMIポート
6. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
7. USB4 Type-C™ポート（Thunderbolt™4 ）

8. USB4 Type-C™ポート（Thunderbolt™4 ）
9. 指紋認証センサー
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