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クリエイティブワークの
あらゆるシーンにフィットする、
3 つのスタイル。

Style●1  Powerful Laptop

パワフル・ラップトップ

Windows 10 Pro を搭載し、CAD や Adobe Creative Cloud など
のソフトウェアもスムーズに動作。第 6 世代 Core プロセッサと 
NVIDIA® GeForce※1 が⾼い処理能⼒、グラフィック能⼒を提供し
ます。※2 また、Surface ドックを組み合わせれば、複
数の機器との接続や最⼤ 3 画⾯での同時作業も可
能に。 独⽴型のキーボードを採⽤し、ノート PC と
しての 使いやすさも追 求したこの 
1 台で、ビジネス業務からクリエイティ
ブ作業まで快適に利⽤できます。           

驚異的な美しさですべてを表⽰する、
267ppi ⾼解像度ディスプレイ。

インテル ® 第 6 世代 Core
プロセッサ搭載。複雑な作
業も圧倒的なスピードで。

13.5 インチの⾼解像度 PixelSense™ ディスプレイ、インテル® 第 6 世代 Core プロセッサ、

Windows 10 Pro を備えた信じられないほどに薄いボディ。 ⾼度なクリエイティブワークへ応える Surface Book に

NVIDIA ® GeForce GTX 965M 搭載モデルが加わり、これまでを上回る究極のパフォーマンスが実現しました。

Surface Book。異次元の創造⼒が、いま、あなたのものに。

Surface Book のためにカスタマ
イ ズ さ れ た NVIDIA® GeForce 
GPU をキーボードに内 蔵。GTX 
965M が、より⾼いグラフィックス
処理能⼒を提供。

Function

Windows 10 の⽣体認証機能であ
る Windows Hello に対応したカ
メラを搭載。パスワードを⽤いず、
顔認証でスムーズなサインインや
アプリケーション利⽤が可能。

※1 1GB GDDR5 / 2GB GDDR5 があります。
※2 GPU 搭載 /⾮搭載モデルがあります。



Style●2  Portable Clipboard

ポータブル・クリップボード

キーボードを取り外せば、13.5 インチの⼤画⾯を備え、わずか 
7.7 mm の 薄型タブレットとしても 利 ⽤可能。3,000 x 2,000 

（267 PPI） の⾼解像度 PixelSense™ ディスプレイ は、動画や写真
を圧倒的に美しく表現します。⼤画⾯であり
ながらも薄型のため持ち運びもしやすく、
その美しい⼤画⾯はミーティングやプレゼン
テーションなどでも活躍します。

Style●3  Creative Canvas

クリエイティブ・キャンバス

⼈間⼯学に基づいてデザインされたキャンバスの⾓度、そして⼿のひ
らをつけて⾃然な姿勢で使える Surface ペンにより、ディスプレイを
キャンバスにした繊細な描写も思いのまま。 CAD や写真、動画編集
などグラフィック負荷が⾼い作業も驚くほど
スムーズに動作します。 また、⻑時間
駆動するバッテリーにより、場所や
時間を気にすることなく、いつでもそ
の創造⼒を発揮することができます。

1024 段階の筆圧検知で意のまま
に描ける、⾰新の Surface ペン。
Palm Block Technology によって、
⼿のひらをディスプレイに置いた
⾃然な姿勢で描画が可能。

ダイナミックフルクロムヒンジが、
ディスプレイの⾓度調整をフレキシ
ブルに。

快適なキー⼊⼒を追求した、Surface
独⾃の独⽴型キーボード。

SD カードポートと２つの
USB ポートを 標 準搭載。
データの取り込みがスムー
ズに。

クリエイティブ・キャンバスモード
を可能にする Muscle Wire Lock。



Surface のご購⼊、ご相談は認定 Surface リセラーおよびその関連会社、もしくは、 Device Value Added Reseller およびその関連会社までお問い合
わせください。 なお、マイクロソフトが指定する政府機関、医療機関、教育機関のお客様は、上記リセラー以外の販売店からもご購⼊いただけます。 
この場合、販売店は上記いずれかのリセラーから仕⼊れて再販することになります。 Surface のリセラー制度について、また認定 Surface リセラー
の詳細は、 http://aka.ms/surfaceasr でご確認いただけます。

Surface のご購⼊・ご相談
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■ Surface 製品 Web サイト
 http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/business/

■ Surface サポート情報
 http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/business/

■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 
フリーダイヤル 0120-41-6755 （平⽇ 9:00〜17:30） ※ 携帯 / PHS  からもご利⽤いただけます。 ※ 番号のおかけ間違いにご注意ください。

Surface のサポート

無償 限定保証
●1 年間の製品保証と 90 ⽇間の無償テクニカルサポート
●通常使⽤条件下における利⽤が対象 （材質または製造上の不良など）

有償 延⻑ハードウェア サービス プラン
●限定保証を 2 年もしくは 3 年延⻑し、トータル 3 年間もしくは 4 年間のサポートを提供
●通常使⽤条件下における利⽤が対象 （材質または製造上の不良など）

有償 Microsoft Complete for Business
●限定保証を 2 年もしくは 3 年延⻑し、トータル 3 年間もしくは 4 年間のサポートを提供
●最⼤ 2 回まで交換対応
●操作上の不慮の事故による損傷も対象（例：落下、⽔濡れおよび液体による損傷など）
●トータル 3 年間もしくはトータル 4 年間の無償セットアップ サポート

（サーフェス ペン ティップ キット）

（ RJ4-00007 ）（ PF3-00010 ）

Surface ペン先キット

2H、H、HB、B の 4 種類から
⽬的に合わせてペン先を
選択可能

Surface Book アクセサリ

（サーフェス ドック）
Surface ドック

USB やディスプレイなど簡単に増設。接続時は充電可能。

USB 3.0 ポート ×4
ギガピットイーサネット ポート
オーディオポート、Mini DisplayPort ×2

電源アダプター

USB 充電ポート付き

⾃宅と会社に 1 つずつ
⽤意したい⽅に

 （65W: Q5N-00007）  （102W: ADU-00005）

その他 Surface Book 対応純正アクセサリ [ Surface ペン （シルバー）]、 [ イーサネットアダプター ]、 [ VGA  アダプター ]、 [ HDMI アダプター ]  など

Surface Book Surface Book 
with Performance Base

型番

記憶容量※2

メモリ

CPU

外部 GPU

W45-00006
 （⽂教モデル※1）

第 6 世代 Intel® Core™ i5
（Intel® HD graphics）

OS Windows 10 Pro

Office 別途ボリュームライセンスを購⼊のうえ、ご活⽤ください。

本体⾊ シルバー

外形⼨法 約 232.1 mm x 312.3 mm x 22.8 mm

（最薄部） 13.0 mm 14.9 mm

（タブレット時）

（タブレット時）

約 220.2 mm x 312.3 mm x 7.7 mm

ワイヤレス機能 無線  LAN（ 802.11 a/b/g/n/ac）、Bluetooth 4.0 省電⼒テクノロジー

重さ 約 1,516 g （GPU ⾮搭載モデル）、
約 1,579 g （GPU 搭載モデル） 

ディスプレイ 13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ 

解像度 3,000 x 2,000 （267 PPI）

コントラスト⽐ 1800 : 1

⾊再現性 sRGB 100%

タッチ 10 点マルチタッチ

ペン Surface ペン対応 （シルバー同梱）、1024 段階筆圧検知

キーボード フルサイズ キーボード （19 mm キーピッチ）、
ガラス製トラックパッド （5 点マルチタッチ対応）

バッテリー 最⼤ 12 時間の動画再⽣が可能※3 最⼤ 16 時間の動画再⽣が可能※4

外部インター
フェース

フルサイズ USB 3.0 端⼦ x 2、Mini DisplayPort、
フルサイズ SD™ カード スロット、ヘッドセット ジャック、
SurfaceConnect™ （充電、ドック⽤端⼦）

セキュリティ TPM 2.0

カメラとAV 機器 8.0 メガピクセルのリア カメラ（ 1080p 対応、オート フォーカス対応）
５.0 メガピクセルのフロント カメラ（1080p 対応、Windows Hello 対応）
ステレオ マイク、Dolby® audio 搭載ステレオ スピーカー

内蔵センサー 光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁気センサー電源アダプター 36 W 電源（GPU ⾮搭載モデル）、
65 W 電源（ GPU 搭載モデル）

102 W 電源

同梱物 電源アダプター、Surface ペン（シルバー） 、
クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント

9EX-000069ER-00006TP4-00006SV7-00006

8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB

第 6 世代 Intel® Core™ i7 
（Intel® HD graphics）

⾮搭載 NVIDIA®  
GeForce 

（1GB GDDR5）

NVIDIA® GeForce GTX 965M 
（2GB GDDR5）

128 GB 128 GB 256 GB 256 GB 512 GB 1 TB

9EZ-00006

約 726 g

約 1,647 g

※1： ⽂教モデルは適格教育ユーザーとして定義されたお客様のみが購⼊できるモデルです。 詳しくは https://www.microsoft.com/ja-jp/education/license/academic.aspx を参照ください。
※2： システム領域として⼀定の記憶領域を使⽤します。 またシステム ソフトウェアの更新プログラムやアプリの仕様により使⽤できる領域は変動します。
※3： 最⻑約 12 時間の連続ビデオ再⽣が可能。 2015 年 9 ⽉に実施した Microsoft による性能テストに基づく（Intel Core i5 プロセッサ、256 GB の記憶容量、8 GB RAM を搭載した試作機）。 テストでは、動画再⽣時の完全なバッテリー放電を実施。
 すべての設定は既定の設定。 例外として Wi-Fi でネットワークに接続し液晶の⾃動輝度調整を無効化。 バッテリー駆動時間は設定や⽤途などの要因によって⼤きく異なります。
※4： 最⻑約 16 時間の連続ビデオ再⽣が可能。 2016 年 8 ⽉に実施した Microsoft による性能テストに基づく (Intel Core i7 プロセッサ、1 TB の記憶容量、16 GB RAM を搭載した試作機）。 テストでは、動画再⽣時の完全なバッテリー放電を実施。
 すべての設定は既定の設定。 例外として Wi-Fi でネットワークに接続し液晶の⾃動輝度調整を無効化。 バッテリー駆動時間は設定や⽤途などの要因によって⼤きく異なります。


