
2 in 1なら、自分に合ったスタイルで仕事ができます。 2 in 1は、タブレットと高性能な 

ビジネス向けノートブックPCを 1つにまとめた、使いやすく携帯性に優れたプラットフォーム。さらに、IT部門が求める 

エンタープライズ・クラスのセキュリティー機能と運用管理機能も備えています。2 in 1は、ほぼすべてのビジネスで、作業

の簡素化に役立ちます。
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柔軟性と運用管理性を同時に実現

実用的な設計

医療分野における汎用性
•  施設のどこにいても、必要なときに必要な
方法で重要な情報にアクセスできます。1

•  マルチタッチ・スクリーンを使用して、医療
画像を拡大表示できます。2

•  強力なマルチタスク機能により、医療記録
と画像データとを並べて表示できます。3

•  内蔵された高精細カメラを使用して、同僚
との共同作業を行ったり、医療記録の画
像をキャプチャーできます。

•  カルテ記入やレポート作成時には、キー
ボードを回転、反転、または装着し、ノート
ブックPCとして利用できます。

•  画面の共有によって、患者との面談もス
ムーズに。

教育関係者の支援
•  オフィスでも、教室でも、電源ボタンを押す
だけでデバイスは瞬時に起動し、すぐに学
習準備が整います。4

•  高品質な学習用ドキュメンタリー映像をスト
リーミングで生徒に見せることも可能です。1

•  円滑なビデオチャットを介して、生徒との
懇談、校内あるいは世界各地の教育関係
者との共同作業を行うこともできます。

•  研究室内では、ノートブックPCに切り替
えることで、データ作成、サーバーへのア
クセス、画像や映像を駆使した研究レポー
トの作成が容易になります。

•  インテル® Pro ワイヤレス・ディスプレイに
よって教室のプロジェクターからワイヤレス
にカリキュラムを表示できます。5

エンタープライズ環境における 
柔軟性、運用管理性、セキュリティー
•  業務への適合：環境やニーズに合わせて
ノートブックPCからタブレットに素早く切
り替えることができます。作業内容はその
ままに、いつでもすぐにノートブックPCに
戻せます。1

•  リモート管理： I T 部門は、インテル ®  
vPro™ テクノロジーにより、既存のインフラ
ストラクチャーを介してデバイスの管理や
自動更新をすることができます。6,7

•  セキュリティー：内蔵されたインテル® テク 
ノロジーにより、ID8、データ、ネットワーク
を保護できます。9

•  機能の選択：豊富な選択肢のそろった 
2 in 1から、自分の仕事に適したインテル® 
プロセッサーや各種機能を選択できます。

真の生産性を実現する本格的な PCのパフォーマンス
インテル® プロセッサー搭載 2 in 1なら、十分な PCのパフォーマンスが得られます。スムー
ズなマルチタスク処理3が実現し、異なるコンテンツの作成に使用する複数のアプリケーション
も楽々切り替えられます。

•  インテルのマルチコア・プロセッサーにより、どんなアプリケーションを使った作業も迅速化で
きます。

•  フルサイズのUSBポートにより、使い慣れた周辺機器を継続して使用できます。

•  キーボード、タッチ操作、ペン入力と、どのようにデータを入力したりコンテンツを作成するかの
選択ができ、生産性を維持できます。

•  臨場感あふれるビジュアルと鮮明なグラフィックスにより、インパクトのあるコンテンツの作成が可
能になります。また、既存のコンテンツは、制作者の意図どおりに表示し、楽しむことができます。2

Windows* 8との完全な互換性
携帯性と利便性に優れ、タッチモードとデスクトップ・モードの切り替えが可能な高性能 PCが 1台あ
れば、Windows*ストアからお気に入りのタブレット用アプリをインストールできるだけでなく、日頃使
い慣れたデスクトップPC向けのビジネス生産性ツールも使用できます。ビジネス向け2 in 1は、ユー
ザーが必要とするすべての機能を備え、ユーザーが求めるすべての操作を可能にします。

本格的な作業を可能にする大画面
2 in 1では、すべての作業に高解像度ディスプレイを使用できます。イラストの作成、写真の編集、
ドキュメントの作成、データの表示などの作業を1つの画面上で行えます。フルHDのビデオや動画
も鮮明な画質で再生できます。
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ビジネス向けの設計

いつでも、自分のスタイルで仕事が可能に

エンタープライズ・クラスのセキュリティー
企業とユーザーを保護するためには、ソフトウェアによる保護だけでは十分とは
言えません。インテル® プロセッサーは、ハードウェア支援型のセキュリティー機
能により、脅威からの保護や、認証情報を保護し、安全なネットワークへのアク
セスを実現します。8,9 脅威からの保護機能が組み込まれたインテル® Atom™ 
プロセッサーから、セキュリティー機能と運用管理機能が内蔵された第 4 世代
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーまで、インテル® プロセッサー
搭載 2 in 1は、中小企業から大企業までの各企業が必要とするさまざまなレベ
ルのセキュリティーを提供します。

 
IT部門が求める運用管理機能
第 4 世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーを搭載したビジネ
ス向け 2 in 1 6,7は、セキュリティーと運用管理機能を必要とする企業の要求
に対して、妥協のない管理ポリシーの策定とその適用に寄与します。インテル® 
vPro™ テクノロジーを搭載したこれらの強力なデバイスにより、IT部門は既存の
インフラストラクチャーに組み込まれている使い慣れたエンタープライズ向け管理
ツールを使用して各デバイスを追跡し、リモート管理することが可能となります。
第 4 世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーを搭載したビジネス
向け2 in 1は、企業にとっても、IT部門にとっても最適なデバイスです。

優れた適応性と柔軟性
•  2 in 1は、キーボードを回転、反転、または着脱することで、強力なノートブッ
ク PCから便利なタブレットへ、そして元のかたちへと素早く切り替えることが
できます。

•  インスタント・オンにより、いつでもすぐに使い始めることができます。また、 
電子メールやWebページなどの情報は常に最新の状態に保たれます。

•  ペン、キーボード、タッチ操作を自由に使い分けることができます。

•  高性能であると同時に、安全性と運用管理性に優れています。

 
自分に適したフォームファクターを選択
着脱式キーボードを備えた最も薄いタイプの、またカバーケースに滑り込ませる
のに最適な 2 in 1から、最高レベルのパフォーマンス PCとして優れた携帯性
を兼ね備え、タブレットとしても使える2 in 1タイプの高性能 Ultrabook™ まで、
使う人のスタイルに合ったフォームファクターを選択できます。

 
強力なパフォーマンス、省電力
本格的な PCのパフォーマンス、ビジネス機能、柔軟性、長時間バッテリー駆動
をすべて実現するのは、インテル® プロセッサー搭載 2 in 1以外にはありません。
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ニーズに合った 
インテル® プロセッサーの選択

ユーザー要件に最適なインテル® プロセッサー搭載 2 in 1をお選びください。 

•  第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載 2 in 1は、
ハードウェア支援型の内蔵機能によるエンタープライズ・クラスの徹底した 
セキュリティー、インテル® vPro™ テクノロジーによる IT運用管理機能、 
本格的な PCのパフォーマンス、優れたバッテリー持続時間を実現します。

•  第 4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載 2 in 1は、本格的
な PCのパフォーマンス、ハードウェア支援型の内蔵セキュリティー機能に 
よる IDおよびネットワークへのアクセスの保護、優れたバッテリー持続時間
を実現します。

•  インテル® Atom™ プロセッサー搭載 2 in 1は、インテルならでは
のパフォーマンスによるスムーズなマルチタスク処理と快適
なWeb体験、脅威を排除して
データと IDの安全性を確保す
るハードウェア支援型の内蔵
セキュリティー機能、極めて
長いバッテリー持続時間を
実現します。

あなたのライフスタイルに最適な 
2 in 1を見つけてください

intel.co.jp/2in1forbusiness
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