
今なら、ご購入いただいた先着90名様に、

Microsoft Travel Hub をプレゼント！

※詳細は裏面にてご紹介

メーカー標準保証範囲外の画面割れ・水濡れ・落下・盗難も保証対応！

初期セットアップ動画付きで購入後もカンタン設定♪

Microsoft 純正のハイスペックパソコンで、４年間安心して使える！

【青山学院購買会限定モデル】

Surface販売のご案内

¥155,000（税込）
超薄型のタッチスクリーンノートPC

Surface Laptop Go2

Windows 11Proは、ネット通販や家電量販店では手に入らないモデルです！

Windows 11 Pro 搭載でセキュリティが万全！
内蔵のストレージ（SSD）はもちろん、USBメモリやSDカードの暗号化が可能。



青学生限定 特別限定プラン

Surface Laptop Go2

「簡単に」使える Officeとの相性バッチリ「どこでも」使える

画面タッチ機能と指紋認証を標準

搭載しならがらも、軽量かつバッ

テリーが長持ちする端末です。大

学や自宅、通学途中など、場所に

とらわれず、いつでもどこでも安

全に、気軽に使うことが出来る環

境を実現します。

Surfaceをご購入いただいた方向け

に、PCの初期セットアップ方法や

Officeの活用動画を限定公開致し

ます。大学入学後はじめて個人で

PCを持つ方も、安心して利用をス

タートすることが可能です。

Microsoftの純正品であるSurface

は、Office製品との相性も抜群で

す。WordやExcel、PowerPointを

もっとも効果的に活用できるの

ディスプレイアスペクト比を採用

しています。

ここがイチオシポイント！

フロントカメラ最新の OS 画面タッチ対応

OS Windows 11 Pro

プロセッサ 第 11 世代 Intel® Core™ i5-1135G7

ストレージ容量 256GB

メモリ 8GB

ディスプレイ 12.4 インチ PixelSense™ ディスプレイ※4、アスペクト比
3:2、解像度：1,536 × 1,024 （148 PPI）、10 点マルチ
タッチ

インターフェイス USB-C ポート、USB-A ポート、3.5 mm ヘッドホン
ジャック、SurfaceConnect™ （充電、ドック用端子）

ワイヤレス 無線 LAN（Wi-Fi 6 : 802.11 a/b/g/n/ac/ax）、
Bluetooth 5.1 テクノロジー

カメラとAV機能 フロントカメラ（720 p 対応）、Dual far-field スタジオ
マイク、 Dolby® Audio™ Premium 搭載 Omnisonic ス
ピーカー

バッテリー 最大約 13.5 時間(通常のデバイス使用方法を想定)

本体寸法 約 278.2 mm × 206.2 mm × 15.7 mm

質量（本体のみ） 約 1,127 g

２色のカラー展開で、

自分らしく

・プラチナ

・サンドストーン

ご購入特典！Surfaceをご購入された先着90名様に、
Microsoft USB-C Travel Hub をもれなくプレゼントします！

どこにいても必要なポートが使用できる、マルチポートアダプターです。

定価 13,200円相当を今回無償でご提供いたします。

変換可能ポート：

USB-C 3.2 Gen 2ポート/USB-A 3.2 Gen 2ポート

ギガビットイーサネットポート/HDMI 2.0 ポート/VGAポート



自然故障・物損どちらも
保証期間中何度でも修理OK！

バッチリ保証で壊れても、盗難も、安心！
購買会からご購入頂いた方限定で、契約期間中の安心保証を購入できる本当にお得なプランです。

※紛失・置き忘れ等は含みません。
※盗難の場合は、警察の盗難届け受理が必要になります。
※故障時は各家庭への引取、配送をさせていただきます。
※ＰＣの交換をもって修理対応します。
※工場出荷時状態の交換品での提供となります。データのバックアッ

プや復旧は含まれませんので修理前にバックアップの実施等ご対応
ください。(One Driveを活用ください。)

○一回あたりの修理金額が保証上限金額を超過した場合、差額をお客様

にご負担頂き修理を行います。

修理完了を以て保証サービスを終了します。

○修理不能と判断された場合

保証金額内で代替機を購入し保証サービスを終了します。

【保証対象】端末本体（AC電源、バッテリーは対象外です。）

以下の条件が発生した場合、契約期間中であっても保証サービスは終
了となります。

保証終了条件

保証期間 保証開始日から契約期間

物損保証 破損、水濡れ、火災、落下等の偶発的な事故に対応

契約期間中の安心保証期間！ (下図は4年の例)

自然故障 製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用した
にも関わらず、本製品に生じた電気的・機械的事故
で且つ、本製品の製造メーカーの保証規定にて保証
対象となる故障。

自然故障のほか、偶発的な事故にも対応！

メーカー範囲外の画面割れ・
水漏れ・盗難にも対応！

保証上限金額内での修理回数制限なし

Surfaceセットアップ＆活用ガイドをご提供致します！

Surfaceご購入特典

＜どんなコンテンツがあるの？＞（一部抜粋）
・端末の初期セットアップ動画・Officeの初期セットアップ動画・OneNote講座（初級、中級）
・OneDriveの使い方・Word&Excel&PowerPointの使い方 等

販売受付開始日

2月10日（金）

青山学院購買会（相模原店）受付時間：平日10:00~16:00 

TEL：042-759-6180 Mail：oa-sagamihara@ivycs.co.jp

https://agukobaikai.shop-pro.jp/

※青山キャンパスの学生様も相模原店にお問い合わせください。

2023年



Surface Laptop Go2 詳細技術仕様

本体サイズ
278.2 mm x 206.2 mm x 15.7 mm 
(10.95 x 8.12 x 0.62 インチ)

ストレージ 256 GB

ディスプレイ

スクリーン: 12.4 インチPixelSense™ディスプレイ
解像度: 1536 x 1024 (148 PPI)
アスペクト比: 3:2
タッチ機能: 10 点マルチタッチ

バッテリー

駆動時間3
最大 13.5 時間 (通常のデバイス使用方法を想定)

メモリ 8 GB グラフィックス Intel® Iris® Xe Graphics

プロセッサ 第 11 世代 Intel® Core™ i5-1135G7 クアッド コアプロセッサ 接続端子

USB-C® x 1
USB-A x 1
3.5 mm ヘッドホンジャック
Surface Connect (充電、ドック用端子) x 1

セキュリティ
ディスクリート型のハードウェア TPM 2.0
Windows Hello サインインによるエンタープライズレベルの保護
Fingerprint Power Button による One Touch サインイン

カメラ、ビデオ、
オーディオ

720p HD f2.0 カメラ (フロントカメラ)
Dual far-field スタジオ マイク
Dolby® Audio™ Premium 搭載の Omnisonic® スピーカー

ソフトウェア
Windows 11 Pro
プリロード Microsoft 365 Apps

ワイヤレス
機能

Wi-Fi 6: 802.11ax 互換
Bluetooth® 5.1 ワイヤレス テクノロジ

センサー 環境光センサー 外装

表面: アルミニウム
ベース: アルミニウム、ガラス繊維と 30% のリサイクル素材を含むポリ
カーボネート複合樹脂
色: セージ、アイスブルー、サンドストーン、プラチナ

同梱物

Surface Laptop Go 2
39 W 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

保証 4年間延長・拡張保証（標準保証外の物損や盗難も保証対象）

重量 1,127 g (2.48 ポンド)
キーボード
配列

• 構造: 可動式キー
• レイアウト: QWERTY、全ファンクションキー (F1 ～ F12)
• Windows キー、メディア コントロールと画面の明るさ調整用のボ

タン

保守性

交換可能な部品

カスタマー リプレイスメント ユニット 12

AB カバー (ディスプレイ) 
C カバー (キーセットとトラックパッド)
脚部 （ゴム脚）
SSD 
Surflink ケーブル

Field Replaceable Units 13

バッテリー

Surface Laptop の紹介動画はこちらから！

Surface Laptop Go 2 
新登場 (長編)

カラーもサイズも私らしく
Sandstone 編

カラーもサイズも私らしく
Platinum 編
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