
Surface Pro 7
セットアップ
マニュアル

このPC は大学生協オリジナルモデルです。

本セットアップマニュアルは大学生協が発行しております。
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シャットダウンできない時は2020
本マニュアルはWindows 10

1903 バージョンにて検証および作成

されております。

お使いのOS バージョンによっては
一部表示が異なる可能性がございます。



セットアップに必要なもの

Surface Pro 本体

タイプカバー

Surface ペン

ACアダプタ

セキュリティソフト

タイプ カバーを接続したSurfaceはノートPCです。

マグネット部分をカチッと音がするまで差し込みます。持ち

運ぶ際はスクリーンを保護する役割があります。

Surface ペンでは、紙に書くのと同じように手書き入力が

できます。

ペンを使用しない場合は、マグネットを使って画面の左

端に取り付けておきます。

Office ライセンス

充電、長時間の作業の際に

利用します。

トレンドマイクロ社の

ウイルスバスター4年版をセッ

トにしています。

講習会でインストールを行い

ます。

4年間利用できるOfficeライセンスをセットにしています。

Windows 10 をタッチで操作できるタブレットPCです。キッ

クスタンドで自立し、角度調節も自在です。

ID・パスワード記入欄

ローカルアカウントパスワード

PIN

Office アカウント ID

Office アカウントパスワード

Microsoft アカウント ID

Microsoft アカウントパスワード

ウイルスバスター登録メール



キックスタンド

最大165度まで角度調節できます。

microSD スロット
microSD カード (別売)を挿したまま
USBメモリのように使えます。

カメラ
本体正面の5Mカメラ・顔認証カメラ、
本体裏8Mリアカメラで撮影可能です。

電源・音量ボタン
ボタンで電源ON・スリープできます。
音量調節も可能です。

USB3.0端子
USBメモリ・プリンターなどのUSB
アクセサリーを接続します。

充電端子(Surface Connect)

ACアダプターを接続・充電します。

USB-C ポート
USB-C機器・外部ディスプレイ(要変
換アダプタ)への接続に利用します

タイプカバーの接続

タイプ カバーは、マグネットで 本体に接続します。

本体に近づけると、タイプ カバーが正しい位置

にカチッと付きます。

取り外すときは、そのまま引き抜きます。

Surface Pro 使用準備・各部名称

タイプ カバーは、端を Surface に対して

折り返すことで角度をつけることができます。



操作手順

自身で初期設定を行う際は、途中で
シャットダウンせずデスクトップ画面が表示
されるまでの工程を必ず完了させてくださ
い

タイプカバー端子を Surface 底面部のマグ
ネット端子に装着します

本体・ACアダプター・コンセントにケーブルを
接続します

Surface左上部の電源ボタンを押します

Surface ロゴが表示され、しばらく待つと初
期セットアップにうつります

「日本語」「English」の言語選択が表示さ
れます

※セットアップ中はCortanaが説明を読み
上げます

音声をOFFにする場合は

左下のマイクのアイコンをクリックし、

禁止マークを表示させます

「日本語」を選択し、 [はい]をクリックしま
す

地域の選択画面が表示されます

「日本」を選択し、[はい]をクリックします

キーボードレイアウトの確認画面が表示され
ます

「Microsoft IME」が選択されていることを
確認し、[はい]をクリックします

初期設定



操作手順

キーボードレイアウトの追加を確認されます

右下の[スキップ]をクリックします

ネットワークへの接続画面が表示されます

画面左下の

[インターネットに接続していません]

をクリックします

ネットワークへの接続を促されます

[制限された設定で続行する]をクリックし

ます

使用許諾契約の画面が表示されます

右下の[同意]をクリックします

初期設定



操作手順

PC利用時の名前(アカウント)を入力します

半角英数、アルファベットでの入力を推奨

します

入力したら[次へ]をクリックします

パスワードを設定します

忘れることのないパスワードを設定します

パスワードなしでも設定は可能です

入力したら[次へ]をクリックします

パスワードを忘れた際の質問と答えを設定

します

※パスワードを設定しなかった場合は表示

されません

3つの質問と答えを設定し、[次へ]をクリッ

クします

アクティビティの履歴の設定

開いたファイル、アクセスしたWEBページを素

早く開けるようにする設定です

右下の[はい]をクリックします

初期設定



操作手順

Cortana(コルタナ/検索アシスタント機能)

の設定

右下の[同意]をクリックします

プライバシー設定の画面が表示されます

右下の[同意]をクリックします

初期セットアップの処理が始まります

しばらく待つと、デスクトップ画面が表示さ

れます

これでSurface の初期設定は完了です

初期設定



操作手順

Windows Updateと停止作業について

Windows 10 ではデバイスの安全と新機

能追加のため、更新プログラムのダウンロー

ドが自動的に行われます

講習会参加者の一斉ダウンロードによる

ネットワーク遅延を抑えるため、更新延期

の設定を行います

自宅でセットアップする場合はこの作業を

行う必要はありません

デスクトップ左下の「スタート」メニューから

⚙アイコン[設定]をクリックします

Windows の設定が表示されます

下部の[更新とセキュリティ]をクリックします

Windows Update の設定が表示されます

「Windows Update」 の項目内にある

「更新を7日間一時停止」を1度だけクリッ

クします

「更新プログラムが一時停止しています」と

表示されます

[×] をクリックし設定ウィンドウを閉じます

Windows Update の自動ダウンロードと

更新は7日後に再開されます

Windows Updateの一時停止



操作手順

USB機器の取り外し

USBメモリはセットアップ講習会で貸与す

るものです

USBメモリをSurface 右側面の USB ポー

トに接続します

画面右下のメッセージと音でUSBメモリが

認識されたことがわかります

デスクトップ画面下部にあるフォルダのアイ

コンをクリックします

エクスプローラーのウィンドウが表示されます

ウィンドウ左列から末尾に(D:)と書かれたア

イコンをクリックします

名前は異なる場合があり以下は一例です

[USBドライブ(D:)]

[リムーバブルディスク(D:)]

Dドライブの内容が表示されます

USBメモリの接続

デスクトップ右下の[∧]アイコンをクリックしま

す

USBメモリのアイコンをクリックし、

[～の取り出し]をクリックします

メッセージと音で取り外し可能な状態になった

ことがわかります

USBメモリを取り外します



操作手順

自宅で作業する場合、ウイルスバスターの

パッケージに同梱されたマニュアル通りに

行ってください

[USBドライブ(D:)]内

もしくはデスクトップにコピーした

「Trend_Micro 」をダブルクリックします

自動的にファイルの解凍が行われ、インス

トールプログラムが立ち上がります

「製品版」を選択していることを確認し、シ

リアル番号を空欄に入力します

シリアル番号は

パッケージ同梱の

「大切に保管して

ください。」

というシートに

記載されています

入力して[次へ]をクリックします

プライバシー・使用許諾の確認画面が順に

表示されます

それぞれ[同意して次へ]・[同意してインス

トール]をクリックします

ウイルスバスターのインストール



操作手順

インストールが開始されます

しばらく待つと「インストール完了」と表示さ

れます

[完了]ボタンをクリックします

ランサムウェアに関する表示が現れる場合

は[閉じる]をクリックします

PCの保護状況に関するレポートのメールの

選択画面が表示される場合があります

[いいえ]を選択します

インターネット接続がないためアクセス不能

を示す画面が表示される場合があります

右上の[×]ボタンを押してウィンドウを閉じ

ます

ウイルスバスターのインストールは完了しまし

たが、ユーザー登録を行う必要があります

ユーザー登録にはインターネット接続が必要

です

インターネット環境下でウイルスバスターを

起動させることで、保護機能の有効化手

続は再開可能です

ウイルスバスターのインストール



操作手順

デスクトップ画面の右下隅にある

アイコンをクリックします

周辺にあるアクセスポイントが表示されます

接続するアクセスポイント名をクリックし、

[接続]をクリックします

名称：SAPOSEN(2G)-guest

セキュリティ キーを入力し、

[次へ]をクリックします

キー：saposen2020

アイコンが白色に変わると接続完了です

Microsoft アカウント作成を促す画面が

表示される場合があります

左下の[今はスキップ]をクリックします

宅内でのインターネット利用にはWi-Fi 

ルーター・アクセスポイントおよび回線契約

が必要です

ネットワーク接続



操作手順

認証作業には登録用のメールアドレスが必

要です

Microsoft アカウント[～@outlook.jp]は

メールアドレスとして登録可能です

デスクトップの「ウイルスバスター クラウド」の

アイコンをダブルクリックします

ウイルスバスターが起動します

「保護機能が有効になっていません」という

メッセージ下の

[有効にする]ボタンをクリックします

メールアドレス入力を求められます

Docomo・au・softbankは登録に使用で

きません

メールアドレスを入力し[次へ]をクリックしま

す

登録情報を入力します

・メールアドレス

・パスワード

・ユーザー登録…個人名義

・氏名

・生年月日

・住所

・電話番号

・メール配信希望有無

すべて入力したら[次へ]をクリックします

ウイルスバスターの認証



操作手順

登録情報の確認画面が表示されます

[次へ]をクリックします

ユーザ登録が完了しました

[次へ]をクリックします

あんしん自動更新の申し込み案内が表示

されます

[後で検討する]をクリックします

登録完了すると[スキャン]ボタンが緑色に

変わります

ウイルスバスターの有効期限はメインウィンド

ウ右下部に表示されます

右上の[×]ボタンを押してウィンドウを閉じ

ます

ウイルスバスターの認証



操作手順

ライセンス認証には大学もしくは生協から

提供されるID・パスワードが必要です

[スタート]メニューからいずれかの Office ア

プリケーションを起動します

(Word/Excel/PowerPointなど)

アカウントでのサインインを促す画面が表示

されます

[サインイン] をクリックします

ID・パスワードを入力し、[次へ]をクリックし

ます

ライセンス認証に用いるID(メールアドレス)

~@onmicrosoft.com

しばらく待つと「ライセンス契約に同意しま

す」という画面が表示されます

[同意する]をクリックします

プライバシーの利用に関するメッセージが表

示されます

[閉じる]をクリックします

Officeアプリケーションのウィンドウ右上にサ

インイン状態を示す情報が表示されます

Officeのライセンス認証

mailto:~@onmicrosoft.com


操作手順

Office アプリケーション利用には定期的な

更新プログラムの適用が必要です

安定したネットワークでSurfaceを利用して

いれば自動的に適用されます

ここでは手動で更新適用する方法を紹介

します

はじめに、インターネットへ接続していること

をご確認ください。

1. Word などの Office アプリを開き、新

しいドキュメントを作成します。

2. [ファイル]、[アカウント]の順に移動します。

※ Outlook を開いている場合は

[Office アカウント]に移動します。

※左図はWordの画面です。

3. [製品情報] で、[更新オプション]、[今す

ぐ更新] の順に選びます。

Office更新プログラム適用について



Surfaceを活用するために



操作手順

Surface ペンはBluetooth のペアリ
ングなしでも書込み可能です

ペアリングするとトップボタンによる機能
ショートカットが有効になります

デスクトップ左下の「スタート」メニューか

ら⚙アイコン[設定]をクリックします

[デバイス]をクリックします

[Bluetooth またはその他のデバイス
を追加する]をクリックします

Surface ペンのトップボタン

を5～7秒長押しします

トップボタン下のLEDが点灯

すると、ペンが検出可能にな

ります

デバイス追加の画面が表示されます

[Bluetooth]を選択します

Bluetooth デバイスの一覧に

「Surface Pen」が現れたら、選択しま

す

数秒待つと、ペアリングが完了します

[完了]をクリックします

Surface ペンのペアリング



操作手順

Surface には背面カメラが搭載されていま

す

カメラを利用するアプリの1つに「Office

Lens」があります

「Microsoft Store」の検索ボックスに

「Office Lens」と入力し、表示されたアイコ

ンをクリックします

[入手]をクリックすると、ダウンロードが始ま

ります

Office Lens はホワイトボードや配布され

たプリントを撮影し、自動補正したうえで

OneNoteやOneDriveに保存できるアプ

リです

スタートメニューからOffice Lens を起動しま

す

白いフレームが四角い対象を絶えず探すよ

うに動作します

撮影のやりかた

1. 撮影対象が画像内に収まるように位

置合わせします

2. フレームが撮影対象と重なったらシャッ

ターボタンをタッチします

3. 保存先を選択して保存します

※ネットワーク接続されていない場合は

[ギャラリー]を指定してください

撮影画像は[ピクチャ]フォルダに保存され

ています

Office Lens



操作手順

カメラで撮影後右下の…マークを押すと設

定を変更できます

アカウントタブで【+アカウントの追加】を押

し自分のOfficeアカウントを登録してくださ

い

サインインが完了した状態だと保存時に紐

づけられているアカウントのOneNoteの

ページやOneDriveのフォルダに保存ができ

るようになる

Office Lens



操作手順

※OneDrive はクラウドを使ったストレージ

サービスです

Office ライセンスのIDもしくはMicrosoft 

アカウントを設定して利用します

デスクトップ右下の[∧]をクリックしします

[☁]雲のアイコンをクリックします

OneDrive の設定ウィンドウが表示されます

アカウントのメールアドレス・パスワードを入

力し [サインイン]をクリックします

OneDrive を紹介するウィンドウが表示され

ます

[次へ]をクリックします

Microsoft アカウントを入力した場合

「Office 365 Solo」の表示が現れることが

あります

下部にある [後で] をクリックします

OneDriveの設定



操作手順

OneDrive の機能紹介のウィンドウが表示

されます

右下の[>]をクリックし、紹介をすすめます

OneDrive に保存したファイルは

・Surface 以外のPC

・iPhone・Android スマートフォン

・Chrome/Safari/FireFoxなどのブラウザ

などからダウンロード可能です

万が一のトラブルでSurfaceが起動不能

になった場合に備え、大事なデータは

OneDriveフォルダに保存するようにしま

しょう

OneDrive の準備が完了しました

[OneDrive フォルダーを開く]をクリックする

とOneDrive フォルダーが表示されます

OneDriveの設定



操作手順

[スタート]メニューから OneNote アプリケー

ションを起動します

職場または学校用アカウントを選択します

既にログインしている職場・アカウントが表

示されるので確認をし開始を選択する

OneNote の準備が完了しました

[閉じる]をクリックしてOneNoteを開始し

ます

OneNoteの設定

ア カ ウ ン ト 名



操作手順

[マイ ノートブックさん@山形大学]を選択

する

[＋ノートブックの追加]を選択します

作成したいノートブックの名前を入力し、

[ノートブックの作成]を選択する

OneNoteの使い方



操作手順

[新しいセクション1]を右選択し、セクション

名の変更を選択すれば名前の変更が可

能

※セクションとは：ノートブックをルーズリー

フ1冊とすると、セクションはルーズリーフを

分類するインデックスの様なもの

[無題のページ]を右選択し、ページ名の変

更を選択すれば名前の変更が可能

※ページとは：ルーズリーフ1枚分に相当。

サイズ、色、罫線などの種類は自由に変えら

れる

テキスト入力も手書きも両方可能

OneNoteの使い方



操作手順

通常のシャットダウン方法

方法1

[スタート] メニューを開き

[電源] > [シャットダウン]を選択します

方法2

電源ボタンを長押し (約 4 秒) 

[スライドして PC をシャットダウンします] 画

面が表示されたら下にスライドします

動作が不安定、フリーズした場合はシャッ

トダウンできない場合があります

やむを得ない場合は以下の方法でシャット

ダウンしてください

電源OFF

シャットダウンできないときは
方法1 電源10秒長押し

画面オフになるまで電源ボタンを長押しした

後 (約 10 秒)、電源ボタンを離します。

電源ボタンを押し、再度 Surface の電源

を入れます。

方法2 電源20秒長押し

Surface が再起動するまで電源ボタンを長

押しし続け、Windows ロゴ画面が表示さ

れたら (約 20 秒) 電源ボタンを離します。

方法3 ツーボタンシャットダウン

Surface の電源ボタンを 30 秒間押したま

まにしてから、離します。

音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に

押し、そのまま 15 秒以上押し続けてから、

両方のボタンを離します。

画面に Surface ロゴが短時間表示される

場合がありますが、両方のボタンを少なくと

も 15 秒間は押し続けてください。ボタンを

離した後、10 秒間待ちます。

電源ボタンを押して離し、再度 Surface の

電源を入れます。



1. 無料パソコン電話サポート
今回ご購入いただいたパソコンには、無料で問い合わせできる電話
サポートがついています。困った事がありましたら、お気軽に
「大学生協無料パソコン電話サポート」にご相談下さい。

※初めてのお問合せの時は、氏名・電話番号・大学名・PC型番
（外箱や保証書に書かれています）をお聞きします。

※次回のお問合せからは電話番号のみお伝え下さい。

※3月～5月は電話が大変混み合います。11時～15時が比較的
繋がり易い時間帯となっています。

※「無料パソコン電話サポート」は、学生様がご自身でパソコンを
使いこなせるように成長するための支援を目的としております。
大変恐縮ですが、保護者様ではなく、学生様ご本人から
お電話いただきますようお願いいたします。

※ご購入いただいたパソコンやプリンタ専用のサポートダイヤル
です。他のパソコンのご質問は承れません。

※サポート期間終了後のご質問は直接メーカーまたは
生協店舗にお問合せ下さい。
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■サポートのご利用方法

下記電話番号にお電話下さい。

サポート期間：2021年2月28日まで
電話相談受付時間：10：00～23：00

電話番号（フリーコール）：0800-300-3337


