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教育現場のさまざまなシーンにフィットする、多様なラインアップ。
あらゆる作業をスムーズに処理する、圧倒的なパフォーマンス。
いつでもどこでも安心して利用できる、高度なセキュリティ。
今とこれからの学びにおける多彩なニーズに、Surface が応えます。

学びの現場を、もっと豊かに。

Surface と、教育に新たな未来を拓こう。
Surface Book

Surface Pro

Surface が、教育現場の可能性を豊かに
シーンに合わせて選べるラインアップ
Surface なら、教育現場のシーンに応じて最適な
一台を選べます。Surface Pro は、2 in 1 スタイル
で学び方を柔軟に。Surface Go は、小中学校の
新たな ICT 教育を豊かに楽しく。高いパフォーマ
ンスを備えた Surface Book は、資料作成や写真・
動画編集など高負荷な作業をパワフルにサポート。

Surface Laptop は、優れたセキュリ
ティとスタイリッシュさを両立。Surface

Studio は、創造性を発揮させるキャン
バスとして。Surface なら、
それぞれの
学びの理想を叶える一台が見つかり
ます。
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Surface for Education

Surface Studio

Surface Laptop

Surface Go

広げる
学びを深めるアクセサリ＋アプリ

Windows 10 による、安心・安全な学習環境

紙にメモをするように自由に書き込める Surface ペンは、OneNote 、Oﬃce

Sur face は 、Windows 史上最高のセキュリティ機 能を実現した最新の

Lens 、Microsoft Oﬃce 、PDF などと連携させることができ、ノートづくりや

Windows 10 を搭載。他の Windows デバイスと同様に Active Directory の

レポート作成、学習内容の整理に役立ちます。次世代の入力ツール Surface

設定およびドメイン参加ができ、
グループ ポリシーを活用した高度なセキュリティ

Dial は、ディスプレイの上に置き、オン スクリーン ※ でメニューや設定のコント

や管理性のもとで 運用が可能です。また、ユニバーサルデザイン対応の教科

ロールが可能。作業の流れを遮らない直感的な操作

書体フォントを標準搭載し、
これからの

が、
さらに快適で効果的な学びをもたらします。

ICT 教育をいっそう効果的に。学 校

※ Surface Pro / Surface Book / Surface Studio シリーズの現行販売モデルで、
オン スクリーンでの利用が可能です。

内外において、
安全で学びやすい環境

■一般的な教科書体

づくりをサポートします。
■UD デジタル教科書体
学習効果を高める、Surface ペンと

デジタル ノートアプリの OneNote

とめ・はね・はらいや書き方などの学習指導要領に準拠し、
を採用
誰もが読みやすい
「UDデジタル教科書体」

多様な機能で操作性を革新する Surface Dial

Surface for Education
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教育現場に、5 つの Surface

学びを充実させたい
生徒・学生の普段使いに
授業のノートづくりやレポート作成、
実験結果の分析など、
現代の学び

コンパクトで持ち運びしやすく、
学校
には PC の活用が欠かせません。
の中でも外でも使えること。
作業に十分な性能を備えていること。
長時

Surface Pro

間持続するバッテリーを搭載し、時間を気にせず学習に集中できる

こと。Surface Pro なら、
その全てを満たせます。

生徒・学生の学びに
フィットする
モバイル PC

児童・生徒の学習意欲をはぐくむ
学びのパートナー
2020 年より実施される新学習指導要領では、小学校でのプログラミン

グ教育が必修化。次世代を担う子供たちの能力を育むため、
デバイスを
活用する機会が増えていきます。
子供たちが手軽に持ち歩けるほど軽量

Surface Go

な 2 in 1 PC なら、
学校でも家庭でも学習に応じた最適なスタイルで

楽しい学びを実現。Surface Go が、
一人ひとりの学びの質を高めます。

楽しく自発的な
学びをサポートする
モバイル デバイス
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妥協なきパワーと表現力で
授業や学習スタイルを一新
教える側にも学ぶ側にも、
負荷の高い作業をスピーディに処理し、
思い
通りに表現できる一台が必要とされています。オリジナルの教材や
プレゼン用のスライド作成、データの集計・分析や写真・動画の編集

Surface Book

などを、よりスムーズに、より高精度に。効果的な授業や学びを実現
するために。Surface Book が、
サポートします。

教育・学習を
パワフルに支える
ハイパフォーマンス PC

多忙な教育現場を
力強くスタイリッシュに支援
資料や教材の作成、
教え子の成績管理など、授業外でも多様な作業が
必要な先生の利用するマシンに求められるのは、
起動が速く、
処理能力
が高いこと。薄く、
軽く、持ち運びしやすいこと。
さらには、
セキュリティ

Surface Laptop

に優れていること。
すべては教育を、
より豊かなものにしていくために。

Surface Laptop という選択を。

薄く、軽く、
高セキュリティな
スタイリッシュノート PC

全てのプロフェッショナルに
新たな創造性とエクスペリエンスを
建築・美術などの学びでは、
思い描いたクリエイティブなアイデアの具
現化をスムーズに的確に。医学・工学では、情報量の多いデータや画
像の閲覧、
膨大な研究・実験結果の分析を円滑に効率的に。
シンプル

Surface Studio

にデザインされた美しさが、
研究室など学びの空間をハイクラスで上質
な場に。Surface Studio が、
想像以上の体験をもたらします。

無限の創造力を
解き放つオールインワン
デバイス

Surface for Education
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Surface Pro

•Surface Pro 6
•Surface Pro
•Surface Pro LTE Advanced

生徒・学生の学びにフィットする
モバイル PC
12.3 インチの高解像度 PixelSense™ ディスプレイに、
第 8 世代インテル® Core™ プロセッサを備えた ※1
一台。ボディ カラーをプラチナとブラックから
選ぶことができ ※1 、
タブレットとして使えるだけでなく、
打鍵感が心地良く取り外しも自由なタイプ カバー ※2
（キーボード）を合わせればノート PC としても使えます。

Wi-Fi モデルに加えて LTE モデルもラインアップし、広範囲でインターネットの
使用が可能です。学校の中で、外で、いつでもどこでも一人ひとりの学びをサポートします。

POINT

1

いつでもどこでも快適に使える
2 in 1 スタイル

ノートを取る時や屋外ではタブレットスタイルで。タイピングが必要な時はタイプ
カバーを取り付けてノート PC として。授業中でも、
移動中でも、外出先でも、
場所を
選ばず利用できます。軽さ約 770 g

13.5 時間

POINT

2

※4

※3

、
薄さ 8.5 mmのスリムボディには、最大約

の稼働が可能なバッテリーを搭載。
一日中、
安心して使うことができます。

学びが広がる
Surface ペン ＋ OneNote

テキストや画像、
動画、Web ページなどの情報を一つにまとめることが
OneNote は、

できるデジタル ノート。Surface ペン ※2 で、紙にメモをするように自由に書き込みを
していくことが可能です。また、
作成したノートは他のデバイスとの同期も簡単。生徒・
学生間や先生との資料共有がスムーズに行えます。

POINT

3

一人ひとりの個性を彩る
3 色のタイプ カバー

Surface Pro Signature タイプ カバー ※2 は、3 つのカラー バリエーションを展開。さ

まざまなハイエンド向け商品に採用されるイタリア製の素材 Alcantara® を使用し、
快適なキーボードエクスペリエンスによる優れた使い心地と洗練されたスタイルを
融合。毎日の学校生活を、個性豊かに彩ることができます。

※ 1 : Surface Pro 6 として展開。 ※ 2 : タイプ カバーと Surface ペンは別売です。 ※ 3 : Core™ i5 の Wi-Fi モデルでタブレット利用の場合。
※4 : 最大約 13.5 時間（Surface Pro LTE Advanced では最大約 12.5 時間）の連続動画再生が可能。2018 年 8 月（Surface Pro では 2017 年 4 月、Surface Pro LTE Advanced では 2017 年 11 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。
全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
（Surface Pro LTE Advanced では機内モードに設定、LTE を有効化しLTE ネットワークに接続）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。
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（ Surface Pro 6）

Surface Go

•Surface Go
•Surface Go LTE Advanced

楽しく自発的な学びをサポートする
モバイル デバイス
10 インチの高解像度 PixelSense™ ディスプレイ を搭載した、驚くほど軽く
薄いボディ。子供たちが気軽に持ち運ぶことができ、
学校だけでなく家庭での学習も一台で行うことが
できます。Surface ペン

※1

でメモや図、絵などを

画面上に直接書き込め、
その内容はデジタル データとして
保存可能。2 in 1 PC なので学習内容にふさわしいスタイルで学べ、
新たな ICT 教育に欠かせないキーボード入力にも対応しています。豊富なアプリが
楽しい学習をサポートし、学校内でも家庭でも子供たちの充実した学習を実現します。

POINT

1

持ち運びやすく、学びやすく、
学習の機会を逃さない

軽さ約 522 g

※2

、薄さ 8.3 mm のボディに、10 インチの 1,800 × 1,200（ 217

PPI ）の高解像度 PixelSense™ ディスプレイ。コンパクトさを追求しながら、最大

約 9 時間も継続して使用が可能です ※3 。Wi-Fi モデルに加えて LTE モデルもライ

ンアップし、子供たちの「学びたい」
に、
いつも、
どんなときにも応えます。

POINT

2

一人ひとりの楽しく
効率的な学びをサポート

Intel® Pentium® Gold プロセッサと Windows 10 Pro 搭載で、パフォーマンス
と軽さを最適なバランスで実現。子どもたちが手軽に持ち運べる軽量さと学習に
十分なパワーを両立し、豊富な Windows の学習アプリが効果的で楽しい学びを
叶えます。学校の基幹システムとの連携もスムーズです。

POINT

3

子どもたちの学びに、
Surface らしい自由と安心を

紙に書くように自然に書き込める Surface ペン

※1

はもちろん、
顔認証で安全かつ

にも対応。
タブレットとしてだけではなく、
簡単にログインできる
「 Windows Hello」

を合わせればノート PC としても活用できます。
安心
タイプ カバー ※5（キーボード）

して学べる、Surface の魅力がコンパクトに凝縮された一台です。

※ 1 : Surface ペンは別売です。 ※ 2 : Wi-Fi モデルでタブレット利用の場合。
※ 3 : 最大約 9 時間（Surface Go LTE Advanced では最大約 8.5 時間）の連続動画再生が可能。2018 年 6 月（Surface Go LTE Advanced では 2018 年 10 月）に実施した Microsoft による性能テストに基づく
（Intel® Pentium® Gold プロセッサ、128 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。
全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
（Surface Go LTE Advanced では機内モードに設定、LTE を有効化し LTE ネットワークに接続）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 : タイプ カバーは別売です。

Surface for Education
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Surface Book

•Surface Book 2 / 13.5 インチモデル
•Surface Book 2 / 15 インチモデル

教育・学習をパワフルに支える
ハイパフォーマンス PC
複雑な作業を圧倒的なスピードで処理する第 8 世代インテル® Core™ プロセッサ 、
高いグラフィック性能を提供する NVIDIA® GeForce® GTX 1060（GPU）、
コンテンツをひときわ美しく表現する高解像度 PixelSense™ ディスプレイを搭載した

Surface Book 2 は、13.5 インチと 15 インチの 2 つのサイズから
選べます。教材づくりや研究発表、
プレゼン用の
資料・スライド作成、CAD や写真・動画編集など、
負荷が高く細部の調整が必要な作業もスムーズです。
この究極の一台から、理想の授業・学習スタイルが動き出します。

ラップトップ
モード

ビュー
モード

POINT

1

授業スタイルも学習スタイルも
思いのままに

キーボードを取り外せば、薄型タブレットに。軽くて持ち運びしやすく、机間指導
スタジオ
モード

タブレット
モード

や実習などでの活用にも最適です。
ワイヤレス ディスプレイ機能 ※1 を使えば、画面を
無線で大型モニターなどに表示でき、Surface ドックを利用すればデスクトップ PC
のようにも利用できます。

POINT

2

コンテンツを鮮明に写し出す
高解像度ディスプレイ

大画面の高解像度ディスプレイが細かな文字もクリアに表示し、
写真や動画も鮮や
かに美しく表現。図形や画像を使用した教材・資料づくりやグラフィック編集など、
手書き感覚でより直感
ディテールの調整も快適です。
さらに Surface ペンを使えば、
的に作業できます。

POINT

3

大容量データも扱える

GPU 搭載モデル

NVIDIA® GeForce® GTX 1060（GPU ）を搭載したモデルも用意。高い処理能力
で、実験データの分析や成績の集計やグラフ化といった大容量データを扱う作業
も、写真・動画の編集・加工などのグラフィック負荷が高い作業も、驚くほどスムーズ
に行えます。加えて、最大約 17 時間 ※2 のバッテリー寿命を実現しました。

※ 1 : ワイヤレス ディスプレイ アダプターが必要です。
※ 2 : 最大約 17 時間の連続動画再生が可能。2017 年 10 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
および Intel® Core™ i7 プロセッサ、512 GB 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。
全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。
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（ 15 インチモデル）

Surface Laptop
•Surface Laptop 2

薄く、軽く、高セキュリティな
スタイリッシュノート PC
約 1,252 g

※1

と軽量で薄型なボディに、13.5 インチの

高解像度 PixelSense™ ディスプレイ、第 8 世代インテル® Core™ プロセッサ、

Windows 10 Pro を搭載。教育・学習に求められる
あらゆる機能をサポートする一台です。
高いデザイン性、パフォーマンス、セキュリティ、
そしてモバイル性を理想的なバランスで兼ね備えた
上質なノート PC が、多忙な教育現場を力強くバックアップします。

POINT

1

モバイル性とパフォーマンスの
理想的なバランス

薄くて軽く、
さらにパワフルな Surface Laptop 2 は、
モバイル性とパフォーマンス、

そしてデザイン性をも兼ね備えたノート PC 。13.5 インチ PixelSense™ ディス

プレイを搭載したわずか約 1,252 g ※1 の軽量ボディながらも、最大約 14.5 時間 ※2
の長時間バッテリーを搭載しています。休み時間ごとの充電や電源アダプターの
持ち運びも不 要で、忙しい先生の負担を軽減します。

POINT

2

トラディショナルでなじみ深い
ノート PC というスタイル

クラムシェル タイプのノート PC として登場した Surface
Surface としては初となる、

Laptop シリーズ。クラシカルで伝統的なスタイルながら、キーボードには耐久性に

優れた Alcantara® 素材を用いるなど、美しさと使い心地を革新しました。新たに

ブラックが加わった彩り豊かな 4 つのカラー バリエーションから、ユーザーの好みや
学校のブランドイメージに合う色を選ぶことができます。

POINT

3

安心で快適な教育・学習を実現する
Windows 10 Pro 搭載

Surface Laptop 2 は、Windows 10 Pro を搭載しています。Windows 10

Pro は、多様な教育・学習に応える機能をサポートしながら高いパフォーマンスと
セキュリティを両立し、
パスワードを入力せずに顔認証で安全＆簡単にログインできる
「Windows Hello」にも対応。学校の内外で安心して使用することができ、PC の
運用管理の効率化を実現します。
※ 1 : Core™ i5 モデルの場合。
※ 2 : 最大約 14.5 時間の連続動画再生が可能。2018 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。
全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。
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Surface Studio
•Surface Studio 2

無限の創造力を解き放つ
オールインワン デバイス
かつてないほどクリアで高い色再現性を実現した、4.5 K 、28 インチの
高解像度ディスプレイ。複数のファイルを並べても十分な大きさで閲覧できる大画面は
マルチタスクがスムーズに行え、画期的なゼログラビティ ヒンジにより、指一本で
簡単に作業に適した角度へ調整可能です。そして、革新的な Surface Dial

※

や

Surface ペンを使ったオン スクリーンでの直感的な操作が、
新たなアイデアの創発を引き出します。いつもの空間を
創造のためのスタジオに変える、かつてないデバイスです。

POINT

1

A3 サイズをそのまま表示できる
28 インチの大画面

4.5 K（4,500 × 3,000）の高解像度を誇る 28 インチの PixelSense™ ディス

プレイが、写真や動画の美しさを余すところなく表現。A3 サイズを縮小することなく
表示できる広々とした大画面は、描画、編集、デザイン、設計、そのすべての作業を
快適にします。

POINT

2

直感的な操作が創造力を刺激する

Surface Dial

次世代の入力ツール Surface Dial をディスプレイ上に置けば、
オン スクリーンで

色選択メニューや各種設定のコントロールが可能に。
また、Surface ペンとあわせて
使えば、
頭に思い描いたアイデアをさらに直感的に形にすることができます。かつて

ないツールが、一人ひとりの創造性を引き出します。

POINT

3

高度なクリエイティブ ワークを
可能にする、GPU 内蔵

高いグラフィック処理を可能にする NVIDIA® GeForce® グラフィック プロセッサ（GPU）

プロフェッショナル仕様のソフトウェア
を内蔵。CAD やデザインソフト、映像制作など、

もスムーズに稼 動します。高度なクリエイティブ ワークにも応えるパフォーマンスを
備えた、創造のためのスタジオです。

※ Surface Dial は別売です。
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Surface アクセサリ

Surface ペン

Microsoft クラスルーム ペン（20 本パック）
Surface ペン先キット

紙に書くようなペンの重みと感触を再現した専用ペン

4,096 段階筆圧対応
（Surface Pro 、Surface Book 、Surface Studio 、Surface Go）

2H 、HB 、B の 3 種類から

目的に合わせて
ペン先を選択可能

1,024 段階筆圧対応（Surface Laptop）

子供たちが Surface Go と
一緒に使うのにふさわしい、
自然な書き心地のペン
（教育機関限定製品）

傾き検知対応
（Surface Pro 、Surface Book 、Surface Studio 、Surface Go）
取り扱い色：

プラチナ（EYV-00015）
ブラック（EYV-00007）
コバルトブルー（EYV-00023）
バーガンディ
（EYV-00031）

（GFV-00007）

（NWH-00002）

Surface Dial

Surface ドック

Surface Pro Signature タイプ カバー

Surface Pro タイプ カバー

創造性を刺激する新たなツール
Surface Pro 、Surface Book 、
Surface Studio ではオンスクリーンで利用可能

USB やディスプレイなど簡単に増設

Alcantara® 素材を用いた

正確な操作性を実現
キーボード兼カバーとして
利用可能

接続時は充電可能

USB 3.0 ポート × 4 、
ギガビット イーサネット ポート、
3.5 mm オーディオポート、
Mini DisplayPort × 2
（2WS-00005）

（PF3-00010）

豊かな質感。
キーボード兼
カバーとして利用可能

取り扱い色：

取り扱い色：

プラチナ（FFQ-00019）
コバルトブルー（FFQ-00039）
バーガンディ（FFQ-00059）

ブラック
（日本語版： FMN-00019）
（日本語版 指紋認証センサー付き： GKG-00019）
（英語版： FMN-00021）

Surface プレシジョン マウス

Surface マウス

Surface Go Signature タイプ カバー

Surface Go タイプ カバー

高精度で、
カスタマイズもできる
操作性を備えた
Bluetooth 接続のマウス

手にしっかりなじみ、
正確な操作を実現する
Bluetooth 接続のマウス

Alcantara® 素材を用いた

正確な操作性を実現
キーボード兼カバーとして
利用可能

取り扱い色：

取り扱い色：

豊かな質感。
キーボード兼
カバーとして利用可能

取り扱い色：

プラチナ（KCT-00019）
コバルトブルー（KCT-00039）
バーガンディ（KCT-00059）

取り扱い色：
ブラック

（日本語版： KCN-00019）

グレー（FUH-00007）

シルバー（3YR-00007）

Surface Arc マウス

Surface モバイル マウス

Surface エルゴノミック キーボード

Surface キーボード

薄型で、
折りたたんで持ち運ぶこともできる
Bluetooth 接続のマウス

軽量でモバイル性に優れた
Bluetooth 接続のマウス

人間工学に基づき設計された、
Bluetooth 接続の快適なキーボード

素早く静かなタイピングが可能な
Bluetooth 接続のキーボード

（英語版： KCN-00021）

取り扱い色：

プラチナ（KGZ-00007）
バーガンディ（KGZ-00017）
コバルトブルー（KGZ-00027）
ブラック（KGZ-00037）

取り扱い色：

ライトグレー（FHD-00007）
ブラック（FHD-00022）

（日本語版： 3SQ-00005）
（英語版： 3SQ-00007）

Surface Headphones

電源アダプター

有線 LAN アダプター

ノイズキャンセル機能を搭載した
Bluetooth 接続の
ヘッドフォン

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

Ethernet アダプター

取り扱い色：

（44 W ： LAG-00007）
（102 W ： ADU-00005）

グレー（MXZ-00006）

（EJS-00008）

Surface Pro 対応

※ ただし、
現行販売モデルに限る。

USB-C - Ethernet / USB 3.0 アダプター

（JWM-00008）

USB Type-C 接続アダプター

ディスプレイ接 続アダプター

Mini DisplayPort - HDMI アダプター
Mini DisplayPort - VGA アダプター

（HDMI ： EJU-00007）
（VGA ： EJQ-00007）

（日本語版： 3YJ-00017）
（英語版： 3YJ-00021）

USB-C - HDMI アダプター
USB-C - DisplayPort アダプター
USB-C - VGA アダプター

（HDMI ： HFP-00006）
（DisplayPort ： JWG-00008）
（VGA ： HFT-00006）

Surface Go 対応

Surface Book 対応

ワイヤレス ディスプレイ アダプター

Surface Connect - USB-C アダプター

画面をワイヤレスでモニターに表示したい方に

（P3Q-00009）

Surface Laptop 対応

（HVU-00006）

Surface Studio 対応

Surface for Education
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アクセサリとの連携で、広がる可能性

Surface ペン

直感的な手書き入力から、
豊かな学びが生まれる
授業の内容やポイントを、紙に書くように思考を妨げることなく画面へ直接
書き留めることができます。書き込んだ内容は PDF や OneNote などの
デジタルデータとして保存され、教室やゼミなど授業に参加している生徒
や先生の間で、
いつでもすぐに共有することが可能です。

POINT

活用例 1

● 紙にメモをするような、滑らかな書き心地。

デジタル ノートアプリ OneNote で、紙より柔軟な学びを実現

● 画面に手が触れた状態でもペンのみを感知し、
自然な姿勢で手書き入力が可能 ※ 。
● よく使うアプリは、カスタマイズによりトップ ボタンを
ワンプッシュして起動。
※ Surface に搭載されている
「パーム ブロック テクノロジー」による。

OneNote と組み合わせれば、紙のノート
のように講義の内容を書き記すことが
できます。画像や動画なども一緒にまと
めて学びを整理でき、要点を Surface
ペンで書き込むことで高い学習効果が
得られます。
さらに、講義ごとにノートを
管理できるので、何冊もの紙のノートの
持ち歩きが不要です。

活用例 2

ディスカッションなどのグループワークが活性化
ディスプレイをホワイトボード代わりに

Surface ペンでアイデアを書き留めた

り、Word や PowerPoint などのデータ
に直接メモしたり。Surface の大画面を
見ながらグループワークを行え、書き留
めたデータはグループ内で共有・編集が
可能です。
より楽しく、効率的なグループ
ワークを実現します。

活用例 3

プレゼンテーションや授業の表現力が豊かに
プレ ゼンテーションや 授 業 の際 に 、

Surface ペンで画面上に書き込みなが
ら発表することができます。要所でポイ
ントを丸で囲んだり、
アンダーラインを引
いたり、
メモで補足したり。効果的に表現
できることで、
プレゼンテーションや授業
がさらに魅力的なものになります。
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Surface ドック

校務・教務に最適なスタイルで、
教育現場のあらゆるシーンに対応
外部ディスプレイや有線 LAN 、
マウスやキーボードへワンタッチ接続が
可能です。
ノート PC やタブレットとしての使いやすさを備えた Surface を、
職員室や研究室ではデスクトップ PC のように利用でき、校務と教務の
両方に快適な環境が瞬時に整います。

POINT

活用例 1

● 作業環境に応じて、Surface を
デスクトップ PC スタイルへ拡張可能。

ワンタッチ接続で、校務と教務の切り替えがスムーズに

● USB や外部ディスプレイ、有線 LAN など、
豊富な拡張ポートにワンタッチ接続。

スプレイと接続して最大 3 画面での効

Surface ドックを活用すれば、外部ディ
率的な同時作業や有線 LAN などへも
接続できます。別の画面で参考資料を

● 高い供給電力で、高速充電が可能。

表示しながら、授業の教材やレポート
づくりをスムーズに進めることが 可能
です。
さらに、2 in 1 デバイスの Surface

タブレット

Pro や Surface Go 、Surface Book

と組み合わせれば、タブレット ＋ノート

P C ＋ デスクトップ PC という 3 つの
スタイルを実現。授 業だけでなく資料
（前面）

作成や成績管理などの作業を、一台の

Surface で 効率的に行うことができ、
校務と教務を自在に切り替えることが
できます。

（背面）

Mini DisplayPort × 2

ノート PC

USB 3.0 ポート × 4

3.5 mm オーディオポート

デスクトップ PC

ギガビット イーサネット ポート
電源ポート

活用例 2

授業の合間の高速充電で、バッテリー不足を解消
休み時間などの短い時間でも、高速充
電することが可能です。授業続きでバッ
テリーを消耗してしまった時も、すき間
時間に充電しながら作業することができ、
忙しい先生の業務の効率化をサポート
します。

Surface for Education
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Surface 導入事例
教育現場における Surface 導入の狙いと効果をご紹介します。

新宿区
区立の全小中学校の教育用タブレット PC として、
Surface Pro 4 を導入
狙い

導入効果

●

ICT の活用による「教員の授業力の向上」。

●

各学校における、
場所や時間を限定しない ICT 環境の実現。

●

児童生徒と教員が利用する PC を統一し、互いに学び合える環境を整備。

●

Surface Pro 4 を活用した、インタラクティブ性の高い授業が可能に。

●

児童生徒が主体的に授業へ取り組めるようになり、
学習意欲が向上。

●

児童生徒と教員の学びが深まり、教員の授業力向上にも貢献。

横須賀市立横須賀総合高等学校
全校生徒への配付デバイスを
Surface Pro シリーズへ全面移行
狙い

導入効果

「効果的に ICT が活用できる人材」
の育成に向けた、実践能力の向上・定着化。

●
●

重さや大きさという持ち運びにくさが原因で、配付デバイスを活用しない生徒の利用を促進。

●

優れた操作性と携行性、
バッテリー性能を備えたデバイスの導入による、
生徒と教員双方の活用の積極化。

●

Surface Pro シリーズを携帯して利用する生徒が増え、活用した授業も増加。

●

学校だけでなく、
自宅学習など校外でのデバイス活用も促進。

●

ICT 実践能力と定着の促進へ向けた、新たなサイクルを創出。

南房総市教育委員会
校務用 PC のリプレースを機に、
校務・教務に利用できる Surface Book を導入
狙い

導入効果
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●

教員に負担をかけずに ICT 教育が実践できる環境の整備。

●

タブレット デバイス導入による、授業のインタラクティブ性向上。

●

教員個人の所有デバイスを教務にも利用することで起こりうる、
セキュリティリスクの軽減。

●

校務と教務を一台で両立する Surface Book の採用により、費用対効果が最大化。

●

テレビやプロジェクターとの組み合わせで、
電子黒板を使っているような授業を実現。

●

既存ネットワーク環境を最大限に生かしながら、
セキュリティを担保。

和歌山県教育委員会
さらなる ICT 活用指導力向上を狙い、
教員向けに Surface Book を導入
狙い

導入効果

●

最新の PC へのリプレースによる、校務の効率化。

●

校務用と教務用を兼ねた 2 in 1 タブレット導入と、
授業での活用。

●

県が掲げる教育の将来像を実現すべく、
教員の
「 ICT 活用指導力」
向上を図る。

「教員が本当に使いやすい」Surface Book が、
校務と教務の両方に最適なスタイルを実現。

●

「積極的に ICT を活用したい」
と思わせることで、
教員の利用を促進。

●
●

最新のデバイスを取り入れ、社会の変化を見据えた新しい時代の教育を目指す。

国立大学法人 山口大学 教育学部
次代の教員に求められる
「 ICT に対する柔軟性と主体性」
を、
Surface Pro 4 で育む
狙い

●
●

導入効果

●
●

赴任先の学校ごとに導入状況が異なる ICT の効果的な活用に向けた、
柔軟性と主体性の育成。
推奨ノート PC に、
「活用の幅の拡大」
に応えられる最新の Windows 10 を搭載した
2 in 1 タブレットを採用することで、教育現場の変化に対応。

2 in 1 タブレットである Surface Pro 4 の導入により、デバイスの活用シーンが飛躍的に拡大。
Surface そのものへの憧れとワークショップ プログラム

※

が、主体的な ICT 活用の動きを創出。

※ 導入校向けに日本マイクロソフトが開催し、
各学校に応じて効果的なデバイスの活用を支援しています。

国立大学法人 高知大学
アナログとデジタルの高い水準での融合に期待し、
大学推薦 PC に Surface Pro 4 を採用
狙い

●

●

導入効果

●

●

4 年間の大学生活における多様な場面で使い続けられる性能を備えた
デバイスを導入することで、
「手段」
としての ICT 定着。
性能と携行性を重視して大学推薦 PC の候補を選定し、
学生の自発的活用を促進。
従来のノート PC としての操作性に、Surface Pro 4 が備えるペン入力やタッチ操作が加わることで
活用シーンが広がり、タブレット用途での利用を推進。
デバイス自体に故障が少なく、万が一のときには迅速なサポートを受けることが可能に。

Surface for Education
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Surface × Microsoft 365

教育現場の学び方 × 働き方改革を最大限にサポート
学ぶ側・教える側のあらゆる理想に応える Surface と、
学校の予算やニーズに応じた豊富な選択肢から選べる
統合ソリューション「 Microsoft 365 Education」。
これらを組み合わせることで、新たな ICT 教育に
求められる環境を実現するだけでなく、セキュリティ管理などの学校側の課題も解決できます。

Windows 10
最新 OS で、いつでも
安心・快適な学びを
●

●

生体認証など、安心・安全の
セキュリティ。
タッチやペン、
ジェスチャーによって
操作が可能。

EMS

Oﬃce 365
豊富なアプリで、
学習と校務をバックアップ

Minecraft

Enterprise Mobility + Security

誰もが安全に利用できる、
シンプルな ICT 環境

プログラミング学習を、
楽しく自由に

●

文書管理を含む情報共有ポータル。

●

デバイスやアプリの一括管理。

●

●

PowerPoint や OneNote での

●

不当なアクセスの防止。

●

●

セキュリティ状況の可視化。

共同作業。
●

「 UDデジタル教科書体」
を標準搭載。

●

スケジュール管理や施設の
予約が可能。

※1

●

本格的なプログラミング学習機能。
授業進行を支援する
クラスルームモード。
共同学習向けの
コミュニケーション機能。

■いっそう豊かな学び・教育を叶える 5 つの Value
Value 1 PowerPoint ‒ プレゼンテーション

Value 2 OneNote − デジタル ノート

3D も活用したインタラクティブな「発表」

クラス全員でノートを共有し、情報発信が可能

一般的なスライドの作成・発表だけではな

テキストや動画、Web ページなどの情報を

く、動画や音声、3D データを使って授業

一つにまとめられます。クラスノートブック

や発表の資料の作成が可能。
活発に意見

機能 ※2 により、生徒・先生がノートを共有

交換をするためのツールとしても利用でき

し書き込むことができ、
資料の配布や課題

ます。

の添削もスムーズです。

Value 3 Microsoft Teams − コラボレーション

Value 4 Intune ※1 − デバイス管理

学ぶ側・教える側のコミュニケーションを活発化

学びに必要なアプリだけを一括で自動インストール

生徒と教員、
生徒同士、
教員同士での連絡

高速セットアップ機能で、
クラス、
学校、
学区

や情報共有を円滑に行うことができます。

の全デバイスを一斉にセットアップ可能で

チャットや通話、高度なファイル共有機能

す。また、授業に必要なアプリを選択して

で、振り返りも容易にできる双方向の授業

おくだけで、対象となる端末に自動的にダ

を実現。

ウンロードできます。

先生
生徒

教育機関向け

Windows ストア

管理ツール
対象の教室 PC に
一括インストール

Value 5 Minecraft ※1 − プログラミング教育

ゲーム感覚でプログラミングの基礎を学習
世界中で大人気の Minecraft の世界で
さまざまな問題をプログラミングで解決 ※3 。
キーボードやマウス入力に加えてタッチ
より自然
でも操作ができる Surface なら、
に学べます。

それぞれ
「Minecraft Education Edition」
「
、Intune for Education」
です。
※1 : Microsoft 365 Education で提供しているのは、

Microsoft 365 の詳細はこちら

https://www.microsoft.com/ja-jp/education/default.aspx

※2 : クラスノートブック機能の利用には、Oﬃce 365 が必要です。
「MakeCode」
との組み合わせによって、
ビジュアルプログラミングから本格的なテキストプログラミング教育までを網羅しています。
※3 : プログラミング教育用のプラットフォーム
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Surface 仕様一覧

Surface Pro

本体色

タッチ

10 点マルチタッチ

ダイヤル

Surface Dial オン スクリーン・オフ スクリーン操作対応（別売）

ペン

Surface ペン対応（別売）、4,096 段階筆圧検知、傾き検知

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。

キーボード

別売（タイプ カバー）

外部インター
フェース

フルサイズ USB 3.0 端子

型番
Surface Pro

Surface Pro
LTE Advanced

Surface Pro 6

プラチナ

FJS00014

GWL00009

GWP00009

LPZ00014

LQ600014

LQH00014

LQJ00014

LQK00014

ブラック

-

-

-

-

LQ600025

LQH00025

LQJ00025

-

OS

microSDXC カード リーダー

3.5 mm ヘッドセット ジャック

ドック用端子）
SurfaceConnect™（充電、

Windows 10 Pro

CPU

第 7 世代 Intel®

Core™ m3

（Intel® HD

Graphics 615）

メモリ
記憶容量 ※1

（SSD）

通信方式 ※2
重さ

第 7 世代
Intel® Core™ i5

第 8 世代
Intel® Core™ i5

第 8 世代 Intel® Core™ i7

（Intel® UHD Graphics 620）

（Intel® HD Graphics 620） （Intel® UHD Graphics 620）

4 GB

4 GB

8 GB

8 GB

8 GB

8 GB

16 GB

16 GB

128 GB

128 GB

256 GB

128 GB

256 GB

256 GB

512 GB

1 TB

Wi-Fi

Wi-Fi / LTE Wi-Fi / LTE

約 768 g

約 812 g

外形寸法

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

約 770 g

Wi-Fi

Bluetooth 4.1 テクノロジー

セキュリティ

エンタープライズ セキュリティ向け TPM チップ

内蔵センサー

同梱物

最大約 13.5 時間（Surface Pro LTE Advanced では最大約 12.5 時間）の連続動画再生が可能

電源
アダプター

24 W 電源

44 W 電源

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）

光センサー、
加速度計、
ジャイロスコープ、Surface Pro LTE Advanced のみ：

GPS/GLONASS センサー（Standalone/Assisted GNSS 測位方式対応）
電源アダプター

クイック スタート ガイド

※3

※1 : 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。
※2 : Surface Pro LTE Advanced の通信規格は、Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 をサポートし、
キャリアアグリゲーションに対応しています。また、Embedded SIM および nano SIM カードをサポートする SIM フリー仕様です。

2,736 × 1,824（267 PPI）

Surface Go

本体色

5.0 メガピクセルのフロント カメラ（1080p 対応、Windows Hello 対応）

※3 : 最大約 13.5 時間（Surface Pro LTE Advanced では最大約 12.5 時間）の連続動画再生が可能。2018 年 8 月（Surface Pro では
2017 年 4 月、Surface Pro LTE Advanced では 2017 年 11 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。全ての設定は
既定の設定。例外として Wi-Fi でネットワークに接続し（Surface Pro LTE Advanced では機内モードに設定、LTE を有効化し LTE
ネットワークに接続）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。

12.3 インチ PixelSense™ ディスプレイ

解像度

Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズレベルの保護

安全性および保証に関するドキュメント

-

ディスプレイ

無線 LAN（802.11a/b/g/n/ac）

デュアル マイク、Dolby® Audio™ Premium 搭載ステレオ スピーカー

Wi-Fi

約 784 g

バッテリー

タッチ

10 点マルチタッチ

ダイヤル

Surface Dial オフ スクリーン操作対応（別売）

ペン

Surface ペン対応（別売）、4,096 段階筆圧検知、傾き検知

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。

キーボード

別売（タイプ カバー）

外部インター
フェース

USB Type-C 端子

型番
Surface Go
LTE Advanced

Surface Go

シルバー

ワイヤレス
機能

カメラと
AV 機能

約 292.10 mm × 201.42 mm × 8.50 mm

外部 GPU

Mini DisplayPort

LXK-00014

LXL-00014

KC2-00014

microSDXC カード リーダー

3.5 mm ヘッドセット ジャック

ドック用端子）
SurfaceConnect™（充電、

OS

Windows 10 Pro
Intel® Pentium® Gold 4415Y
（Intel® HD Graphics 615）

CPU

メモリ

4 GB

8 GB

8 GB

記憶容量 ※1

64 GB（eMMC）

128 GB（SSD）

128 GB（SSD）

通信方式 ※2

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi / LTE

（eMMC / SSD）

重さ

約 522 g

外形寸法

約 245.00 mm × 175.00 mm × 8.30 mm

外部 GPU
バッテリー
電源
アダプター

ディスプレイ
解像度

10 インチ PixelSense™ ディスプレイ
1,800 × 1,200（217 PPI）

セキュリティ

エンタープライズ セキュリティ向け TPM チップ

カメラと
AV 機能

5.0 メガピクセルのフロント カメラ（1080p 対応、Windows Hello 対応）

内蔵センサー

同梱物

無線 LAN（802.11a/b/g/n/ac）

Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズレベルの保護

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）

光センサー、
加速度センサー、
ジャイロスコープ、
磁気センサー、Surface Go LTE Advanced のみ ：

GPS/GLONASS センサー（Standalone/Assisted GNSS 測位方式対応）
電源アダプター

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

-

24 W 電源

Bluetooth 4.1 テクノロジー

シングル マイク、Dolby® Audio™ Premium 搭載ステレオ スピーカー

約 532 g

最大約 9 時間（Surface Go LTE Advanced では最大約 8.5 時間）の連続動画再生が可能

ワイヤレス
機能

※3

※1 : 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。
※2 : Surface Go LTE Advanced の通信規格は、Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 をサポート
し、
キャリアアグリゲーションに対応しています。また、nano SIM カードをサポートする SIM フリー仕様です。
（Surface Go LTE Advanced
※3 : 最大約 9 時間（Surface Go LTE Advanced では最大約 8.5 時間）の連続動画再生が可能。2018 年 6 月
では 2018 年 10 月）に実 施した Microsoft による性能テストに基づく
（Intel® Pentium® Gold プロセッサ、128 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。全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（Surface Go LTE Advanced では機内モードに設定、LTE を有効化し LTE ネットワークに接続）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。

Surface for Education
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Surface 仕様一覧

Surface Book

本体色

10 点マルチタッチ

ダイヤル

Surface Dial オン スクリーン・オフ スクリーン操作対応（別売）

ペン

Surface ペン対応（別売）、4,096 段階筆圧検知、傾き検知

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。

キーボード

フルサイズ キーボード

外部インター
フェース

フルサイズ USB 3.1 端子 × 2

型番
Surface Book 2 / 13.5 インチモデル

シルバー

タッチ

PGV00012

HN600012

HNM00012

Surface Book 2 / 15 インチモデル

HNQ00012

HNS00010

FVG00010

FVJ00010

ガラス製 トラックパッド（マルチタッチ対応）

USB Type-C 端子

フルサイズ SD™ カード スロット（SDHC/SDXC 対応 UHS-II 対応）

3.5 mm ヘッドセット ジャック

OS

ドック用端子）
SurfaceConnect™（充電、

Windows 10 Pro
第 8 世代 Intel®

第 8 世代 Intel® Core™ i7

Core™ i5

CPU

（Intel® UHD

Graphics 620）

メモリ
記憶容量 ※1

（SSD）

通信方式
重さ

外部 GPU

8 GB

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

256 GB

256 GB

512 GB

1 TB

256 GB

512 GB

1 TB

Wi-Fi

Wi-Fi

ディスプレイ

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

約 1,642 g

非搭載

15 インチ PixelSense™ ディスプレイ

3,000 × 2,000（267 PPI）

3,240 × 2,160（260 PPI）

Surface Laptop

本体色

5.0 メガピクセルのフロント カメラ（1080p 対応、Windows Hello 対応）
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）

デュアル マイク、Dolby® Audio™ Premium 搭載ステレオ スピーカー

同梱物

光センサー、
加速度計、
ジャイロスコープ
磁気センサー、
近接センサー

電源アダプター

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

※2 : 最大約 17 時間の連続動画再生が可能。2017 年 10 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 を搭載した試作機および Intel® Core™ i7 プロセッサ、512 GB 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。全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。

タッチ

10 点マルチタッチ

ダイヤル

Surface Dial オフ スクリーン操作対応（別売）

ペン

Surface ペン対応（別売）、1,024 段階筆圧検知

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。

キーボード

LQM-00019

LQP-00019

LQR-00019

LQT-00019

LQV-00019

LQR-00037

LQT-00037

-

バーガンディ

-

-

コバルトブルー

-

-

LQR-00051

LQT-00051

-

ブラック

-

-

JKQ-00079

JKR-00079

-

OS

外部インター
フェース

Alcantara® 素材を使用したフルサイズ キーボード

ガラス製 トラックパッド（マルチタッチ対応）
フルサイズ USB 3.0 端子

Mini DisplayPort

3.5 mm ヘッドセット ジャック

ドック用端子）
SurfaceConnect™（充電、

Windows 10 Pro
第 8 世代 Intel® Core™ i5
（Intel® UHD Graphics 620）

CPU

メモリ
記憶容量 ※1

（SSD）

通信方式
重さ

第 8 世代 Intel® Core™ i7
（Intel® UHD Graphics 620）

8 GB

8 GB

8 GB

16 GB

16 GB

128 GB

256 GB

256 GB

512 GB

1 TB

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

約 1,252 g

外形寸法
外部 GPU
バッテリー
電源
アダプター

ディスプレイ
解像度
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Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズレベルの保護

型番
Surface Laptop 2

プラチナ

カメラと
AV 機能

無線 LAN（802.11a/b/g/n/ac）

※1 : 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。

95 W 電源

13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ

解像度

エンタープライズ セキュリティ向け TPM チップ

NVIDIA® GeForce® GTX 1060
（6 GB GDDR5）

最大約 17 時間の連続動画再生が可能 ※2

39 W 電源

セキュリティ

内蔵センサー

約 343.00 mm × 251.00 mm × 23.00 mm

NVIDIA® GeForce® GTX 1050
（2 GB GDDR5）

Bluetooth 4.1 テクノロジー

Wi-Fi

約 1,905 g

約 312.00 mm × 232.00 mm × 23.00 mm

バッテリー
電源
アダプター

（Intel® UHD Graphics 620）

8 GB

約 1,534 g

外形寸法

第 8 世代 Intel® Core™ i7

（Intel® UHD Graphics 620）

ワイヤレス
機能

Surface for Education

約 1,283 g
約 308.10 mm × 223.27 mm × 14.48 mm

セキュリティ

エンタープライズ セキュリティ向け TPM チップ

カメラと
AV 機能

フロント カメラ（720 p 対応、Windows Hello 対応）

内蔵センサー

光センサー

同梱物

無線 LAN（802.11a/b/g/n/ac）

Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズレベルの保護

ステレオ マイク、Dolby® Audio™ Premium 搭載 Omnisonic スピーカー

電源アダプター

クイック スタート ガイド

※2

44 W 電源

13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ
2,256 × 1,504（201 PPI）

Bluetooth 4.1 テクノロジー

安全性および保証に関するドキュメント

最大約 14.5 時間の連続動画再生が可能

ワイヤレス
機能

※1 : 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。
※2 : 最大約 14.5 時間の連続動画再生が可能。2018 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、
動画再生時の完全なバッテリー放電を実施。全ての設定は既定の設定。
256 GB の記憶容量、8 GB RAM を搭載した試作機）。テストでは、
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。

Surface Studio

本体色

10 点マルチタッチ

ダイヤル

Surface Dial オン スクリーン・オフ スクリーン操作対応（別売）

ペン

Surface ペン対応（同梱）、4,096 段階筆圧検知、傾き検知

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。

キーボード

Surface キーボード（同梱）

外部インター
フェース

フルサイズ USB 3.0 端子 × 4

型番
Surface Studio 2

シルバー

タッチ

LAJ-00014

LAL-00014

LAN-00014

USB Type-C 端子

フルサイズ SD™ カード スロット（SDXC 対応）

3.5 mm ヘッドセット ジャック

OS

ギガビット イーサネット ポート

Windows 10 Pro
第 7世代 Intel® Core™ i7
（Intel® HD Graphics 630）

CPU

メモリ

16 GB

32 GB

32 GB

記憶容量 ※

1 TB

1 TB

2 TB

通信方式

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

（SSD）

重さ

約 9.56 kg

外形寸法
外部 GPU

ディスプレイ : 約 637.35 mm × 438.90 mm × 12.50 mm
ベース : 約 250.00 mm × 220.00 mm × 32.20 mm

NVIDIA® GeForce® GTX 1060
（6 GB GDDR5）

-

電源
アダプター

-

解像度

Bluetooth 4.0 テクノロジー

セキュリティ

エンタープライズ セキュリティ向け TPM チップ

カメラと
AV 機能

デュアル マイク、Dolby® Audio™ Premium 搭載ステレオ スピーカー

内蔵センサー

-

同梱物

NVIDIA® GeForce® GTX 1070
（8 GB GDDR5）

バッテリー

ディスプレイ

ワイヤレス
機能

無線 LAN（802.11a/b/g/n/ac）

Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズレベルの保護

5.0 メガピクセルのフロント カメラ（1080p 対応、Windows Hello 対応）

Surface ペン（シルバー）、Surface キーボード、Surface マウス

電源コード（グリップ リリース ケーブル対応）

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

※ 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。

28 インチ PixelSense™ ディスプレイ
4,500 × 3,000（192 PPI）

Surface 最新情報
教育機関向けの Surface 製品やアクセサリの最新情報は、
下記よりご覧いただけます。

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/business/education/
Surface for Education
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Surface サポート
より長く安心して Surface をお使いいただけるよう、有償保証サービスをご用意しております。
標準保証 1 年に、1 〜 3 年追加し

無償

※1

、合計 2 〜 4 年間の延長保証（有償）※2 を受けることができます。

標準保証

保証サービス名

Surface に付帯する 1 年間の標準保証です。製品の欠陥と

通常利用時の故障に対して保証します。また、Surface 本体

にはご 購 入後 9 0 日間の技 術 サポート

※3

が 含まれます。

Surface Pro 6 と Surface Laptop 2 については先出しセン

ドバック

※4

無償

標準保証

（Surface に付帯）

に対応するため、デバイス交換を迅速に行うこと

故障の原因

通常利用時での
故障

有償

延長ハードウェア サービス

標準保証の内容を最 大 4 年まで延長することができます。
Surface 本体には、ご購入後 90 日間の技術サポート ※3 が
含まれます。先出しセンドバック

※4

交換を迅速に行うことができます。

有償

に対応するため、デバイス

延長ハードウェア サービスに加えて、水漏れ、落下、過充電など

交換が可能です。先出しセンドバック

※4

保証外

1 年保証

+ 2 年保証（ 2 年追加）

1 年保証

+ 3 年保証（ 3 年追加）

に対応するため、
デバ

イス交 換を迅 速に行うことができます。また、保証 期間中は
技術サポート ※3 が受けられます。

有償

通常利用時での
故障

Microsoft
Complete
for Business
● 1 年追加
● 2 年追加
● 3 年追加

※ 1 : Surface Studio 2 に関しては、
延長ハードウェア サービスは 1 年または 2 年追加のみ、
Microsoft Complete for Business は 1 年追加のみになります。

保証外

保証外

1 年保証

のアクシデントによる故障が保証に含まれ 、最大 2 回までの

4 年目

保証外

水漏れ、落下、
過充電による故障

Microsoft Complete for Business

3 年目

1 年保証

通常利用時での
故障

延長ハードウェア
サービス
● 2 年追加
● 3 年追加

2 年目

水漏れ、落下、
過充電による故障

ができます。

有償

1 年目

+ 1 年保証
（ 1 年追加）

1 年保証

+ 2 年保証（ 2 年追加）

1 年保証

+ 3 年保証（ 3 年追加）

2 年保証（ 1 年追加）
水漏れ、落下、
過充電による故障

保証外

保証外

保証外

3 年保証（ 2 年追加）

保証外

※ 2 : アクセサリは延長保証対象外です。

※ 3 : セットアップなどの基本的な操作の支援。

4 年保証（ 3 年追加）

※4 : 先出しセンドバックは、
故障の際、
マイクロソフトから先に交換用デバイスをお客様に送付
し、
後からお客様が故障デバイスをマイクロソフトに返送するサービスで、
故障によるデバ
イス交換のリードタイムを削減することができます。

サポートに関するお問い合わせ先
■ デバイスおよびアクセサリのサポートに関するお問い合わせ
デバイスを購入された認定リセラー、または以下のマイクロソフト カスタマー インフォメーション センターまでご連絡ください。

■ 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
お電話でのお問い合わせ

/

受付時間：9:00

〜 17:30（平日）※ 弊社指定休業日および祝日は除きます。※ 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。

音声ガイダンスに従い 1 → 2 → 3 を入力し、
購入後の法人向け製品サービス相談窓口へお進みください。

お問い合わせ時に必要な情報

Surface 本体にあるシリアル番号をご用意ください。

■ Surface に含まれるソフトウェアに関するお問い合わせ

Surface デバイス本体には 90 日間の技術サポートが含まれます。なお、本技術サポートではセットアップなどの基本的な操作に関する支援を行います。

お問い合わせはマイクロソフト カスタマー インフォメーション センターをご利用ください。

■ Surface 製品 Web サイト

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/ business/education/

Surface のご購入・ご相談

■ Surface サポート情報

https://aka.ms/surface̲support

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、
Surface のご購入、
販売店は上記いずれかのリセラーから
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、
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。
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、
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