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クイックスタートガイド

ようこそ iMacへ。  
あなたの新しいコンピュータをご紹介します。

このガイドでは、MacにあるものやMacの設定方法、さらに
は毎日のように使用するアプリケーションについてのヒントをご
案内して、Macを使い始めるためのお手伝いをします。
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AC電源コード

電源ボタン

ヘッドフォン
ヘッドフォンまたは外部 
スピーカーを接続します。

USB 3
デバイスを充電したり、
外付けストレージを接続

したりします。

Thunderbolt
外付けディスプレイや高性能

デバイスを接続します。

SDXC
カメラのメモリーカードから

写真を転送します。

ギガビットEthernet
インターネットまたは
ローカルネットワーク 
に接続します。

ポートやコネクタについて詳しくは、support.apple.com/kb/HT2494?viewlocale=ja_JPを参照してください。 

http://support.apple.com/kb/HT2494?viewlocale=ja_JP


はじめに
電源ボタンを押して iMacを起動すると、「設定アシスタント」が開き、Macを設定できる
簡単な手順をご案内します。Wi-Fiネットワークへの接続や、ユーザアカウントの作成ができ
ます。ほかのMacまたはWindowsコンピュータから新しいMacに書類、メール、写真、
音楽、ムービーを転送することもできます。

「設定アシスタント」では Apple IDでサインインします。これによって、Mac App Store、
iTunes Storeと、「メッセージ」や「FaceTime」などのアプリケーションのアカウントが設
定されるため、それらは最初に開いたときからすぐに使えます。また、iCloudも設定される
ので、「メール」、「連絡先」、「カレンダー」、「Safari」などのアプリケーションでも最新の情
報がすべて表示されます。Apple IDをお持ちでない場合は、「設定アシスタント」で作成し
てください。

新しいMacへのファイルの転送について詳しくは、support.apple.com/kb/HT6408?viewlocale=ja_JPを参照して
ください。

support.apple.com/kb/HT6408?viewlocale=ja_JP


Magic Mouseを使用する
Apple Magic Mouseは、あらかじめ 2本の単三電池が挿入され、Bluetooth接続 
での iMacへのペアリングが済んでいるため、電源を入れるだけですぐに使用できます。 
ポインタの動き、クリック、スクロール速度を調節したり、副ボタンを有効にしたりするには、
アップルメニューから「システム環境設定」を選択して「マウス」をクリックしてください。
Magic Mouseの基本的な使いかたを以下に示します。 

マウスの電源を入れる
マウスの下部にある電源ボタンをスライドさせます。

クリック
マウスの表面をどこでもクリックまたはダブルクリック
できます。

360ºスクロール
マウスの表面を 1本の指で触れながら指を上下左右
に動かします。

2 本指スワイプ
左右にスワイプして、「Safari」でページを行き来した
り、「写真」で写真をブラウズしたりできます。

副ボタンクリック
「システム環境設定」で「副ボタンのクリック」を有効
にすると、右クリックと左クリックを使用できます。

画面の拡大縮小
Controlキーを押したまま 1本の指でスクロールして、
画面を拡大縮小できます。

オン／オフ

電源インジケータランプ



デスクトップに親しむ
デスクトップは、Macのあらゆるファイルにアクセスし、あらゆる操作を実行できる場所で 
す。画面の下部にあるDockには、よく使うアプリケーションを置いておくことができます。 
Dockから「システム環境設定」を開いて、デスクトップをはじめとするさまざまな設定を好 
みに合わせて変更することもできます。「Finder」アイコンをクリックして開けば、すべての 
ファイルとフォルダにアクセスできます。 

上部にあるメニューバーには、Macに関する有益な情報が表示されます。ワイヤレスインター 
ネット接続の状況を確認したいときは、Wi-Fiアイコンをクリックします。Macは、最初の設
定時に選択したネットワークに自動的に接続します。Spotlightを使って、Mac上にあるあら
ゆるものを検索したり、情報を調べたりすることもできます。

「ヘルプ」メニュー メニューバー

Finder Dock システム環境設定

Wi-Fi Spotlight



使いたいアプリケーションを見つける
Macに付属のすばらしいアプリケーションを使って、写真をさまざまに活用したり、書類を作 
成したり、Webをブラウズしたりできます。Launchpadを使うと、Mac上にあるすべての 
アプリケーションを簡単に見つけられます。アプリケーションは好きな順序に並べ替えること 
ができ、フォルダにまとめることもできます。 

Mac App Storeでは新しいアプリケーションが見つかります。好きなアプリケーションをダウン 
ロードすると、Launchpadに表示されます。アプリケーションやOS Xがアップデートされた
ときはMac App Storeが知らせてくれます。アプリケーションを自動的にアップデートするこ
ともできます。

Launchpadを開く
Dockでアイコンを 
クリックします。

フォルダ
1つのアプリケーションを別のアプリケー 
ションの上にドラッグすることで、アプリ 
ケーションをまとめることができます。

Mac App Store 
をブラウズする
Dockでアイコンを
クリックします。 



すべてのデバイス上でコンテンツを最新の状態に保つ
iCloudを利用すると、Mac、iOSデバイス、さらにはWindowsコンピュータから、音楽、
写真、カレンダー、連絡先、書類などにアクセスできます。すべてのコンテンツが自動的に
最新の状態に保たれます。 

いずれかのデバイスで Pages書類を作成したり、写真を撮ったり、曲を購入したりすれば、
どのデバイスでもそれらをすぐに使用できるようになります。iCloud Driveを使えば、ファ
イルを iCloudに保存して好きなように整理できます。ファミリー共有では、iTunes Store、
App Store、iBooks Storeで家族が購入したものを簡単に共有できます。iCloudは、
Macを紛失した場合に探したり保護したりするのにも役立ちます。必要な iCloudの機能を
選択するには、Dockで「システム環境設定」をクリックして「iCloud」をクリックします。



Macと iOSデバイスを一緒に使用する
Macまたは iOSデバイス *上で iCloudにサインインすると、それらが互いに近くにあると 
きに認識され、すばらしい機能を使用できるようになります。Macをスピーカーフォンとして 
使って、iPhone通話をMacでかけたり受けたりできます。iPhoneに送信された SMS 
メッセージがMac上の「メッセージ」に表示されるので、すべてのチャットを追跡できます。 
Instant Hotspotを使えば、iPhoneのインターネット共有をMacで自動的に利用できます。
また、Handoffによって、Mac上で始めた作業を iOSデバイスで引き継ぐことも、iOS 
デバイスで始めた作業をMacで引き継ぐこともできます。

*iOS 8が搭載されているデバイスが必要です。Macと iOSデバイスで同じ iCloudアカウントにサインインしている必要があります。

Handoff
作業がMacに引き継がれる
と、Dockにアプリケーション
アイコンが表示されます。 

iPhone通話
Mac上で電話番号をクリックすることで、
iPhone通話をかけたり、テキスト 
メッセージを送信したりできます。



「Safari」はMacでWebサーフィンを楽 
しむための最高の方法です。スマート検索
フィールドをクリックしてお気に入りの  
Web サイトのアイコンを表示するか、検索
語またはWebアドレスを入力しましょう。 
「Safari」は検索語かアドレスかを見分け
るので、目的のページにアクセスできます。

Safari

ページを後で読むためにリーディングリスト
に保存したり、Twitterや LinkedInで 
フォローしている人が投稿したページの共有
リンクをチェックしたりできます。 タブ表示
ではすべてのタブが整理されて表示される
ので、探しているタブを簡単に見つけられ 
ます。

お気に入り表示
スマート検索フィールドを 
クリックすると、お気に入り
のWebサイトのアイコン
が表示されます。

共有
Webページを送信したり、
ソーシャルネットワークで共
有したりするのも簡単です。

サイドバー
ブックマーク、リーディング
リスト、共有リンクが表示
されます。



メール

ワンストップのメール
「メール」なら、すべて 
のアカウントをチェック 
できます。

「メール」を使えば、広告の表示されな
い 1つの受信ボックスで、お使いのすべて
のメールアカウントを管理できます。「メー
ル」は一般的なメールサービス（iCloud、
Gmail、Yahoo!メール、AOLメールなど）
に対応しています。Mail Dropを使用する
と、サイズの大きな添付ファイルが自動的

に iCloudにアップロードされます。さらに、
マークアップ機能を使って、フォームに記入
して署名したり、PDFに注釈を付けたりで
きます。まずは「メール」を開いてみましょ
う。「設定アシスタント」が設定手順をご案
内します。

検索
検索結果を絞り込んで探し
ているものをすばやく見つ
けることができます。

スレッド表示
メールでの一連のやり
取りをまとめて見ること
ができます。



カレンダー

イベントインスペクタ
イベントの場所が地図上に
示され、所要時間が計算さ
れます。

忙しいスケジュールは「カレンダー」で管
理。複数のカレンダーを作って、プライベー
ト用、学校用、仕事用に使い分けることが
できます。1つのウインドウにすべてのカ
レンダーを表示することも、見たいカレン
ダーだけを表示することもできます。イベン
トへの参加依頼を作成して送ることができ、

だれが返事をくれたかがすぐに分かります。 
イベントに場所を追加すると地図が表示さ
れ、移動の所要時間が計算されます。天気
予報を見ることもできます。iCloudを使え
ば、すべてのデバイスでカレンダーを自動
的にアップデートしたり、カレンダーをほか
の iCloudユーザと共有したりできます。

カレンダー表示
日、週、月、または年
表示を選択できます。

イベントを追加
カレンダー内をダブルク 
リックすれば新しいイベント 
を追加できます。



Apple IDでサインインするだけで、Mac、
iPad、iPhone、または iPod touchを
使っている友人に iMessageメッセージや
SMSメッセージを送ったり受け取ったりで
きます。メッセージには、テキストのほか、
写真やビデオなどを含めることもできます。
iMessageを利用すれば、あるデバイスで

始めたチャットを別のデバイスで続けること
ができます。グループチャットを始めるの
も、タイトルや新しい参加者を追加するなど
の管理をするのも簡単です。顔を見て話し
たくなったら、「メッセージ」でのチャットか
ら直接 FaceTimeビデオ通話 *を開始でき
ます。

進捗状況
3つの点は、相手が返
信を入力していること
を示します。

配信証明
相手にメッセージが届い
たことが分かります。

チャットを管理
「詳細」をクリックすると、
FaceTime通話を開始したり、
チャットの添付ファイルを表示
したりできます。 

*自分と相手の両方に FaceTime対応デバイスが必要です。お住まいの国によっては、一部の機能を使用できないことがあります。

メッセージ



マップ

Macの「マップ」を使って、新しい行き先
や経路を調べましょう。標準の地図や衛星
写真で場所を確認できるだけでなく、写真
のようにリアルな 3D表示の Flyoverで、
主要な都市の眺めを上空から楽しむこと
もできます。レストランやホテルなどの場

所やランドマークの情報も入手でき、電話
番号や写真、レビューが表示されます。目
的地が見つかったら、出発地点から目的
地までの経路を調べられます。その情報を
iPhoneに送って、案内ポイントごとの音声
ルート案内を利用することもできます。

経路
詳細な経路を調べること
ができ、交通情報も表示
できます。

iPhoneに送信
経路を iPhoneに送って、
音声ルート案内を利用で 
きます。

よく使う項目
よく使う場所はお使いの 
すべてのデバイスに 
プッシュ送信されます。



Spotlight

プレビュー
Spotlightからプレビュー
を直接操作できます。

結果
Spotlightの検索結果が左
側に表示され、スクロール
できます。

簡単にアクセス
メニューバーの Spotlight
アイコンをクリックするか、
Commandキーとスペース 
バーを押します。

Spotlightを使用すると、書類、連絡先、 
アプリケーション、メッセージなど、Mac
上にあるあらゆるものを簡単に検索でき
ます。Mac上で何をしているときでも、
Spotlightのメニューアイコンをクリックする
か、Commandキーとスペースバーの 
キーボードショートカットを使えばSpotlight

にアクセスできます。入力を始めるだけで、 
検索結果の詳細なプレビューが表示され
ます。Spotlightを使って、Wikipedia、
Bing、ニュース、「マップ」、映画など *の
さまざまなソースで情報を調べたり、通貨や
単位を換算したりできます。

*お住まいの国によっては、一部の機能を利用できないことがあります。



iTunes

「iTunes」なら、Mac上でお気に入りの
音楽、ムービー、テレビ番組などを簡単な
操作で楽しむことができます。連携サービ
スの iTunes Storeで、不朽の名作や新

しいお気に入りが見つかります。さらに、
iTunes Radioも利用できます。お気に入り
の音楽を見つけるまったく新しい方法です。

iTunes Store
新しいミュージックや映
画などを見つけて購入
できます。

iTunes Radio
iTunes Storeで、リスナーの好み
に合わせて人気の音楽を選ぶ無料
のストリーミングラジオを楽しむこと
ができます。 

ライブラリ
音楽、ムービー、テレビ
番組、Podcastなどが
表示されます。



写真、iMovie、GarageBand

写真

「写真」、「iMovie」、「GarageBand」は、 
写真、ムービーや音楽を制作してほかの人
と共有できる画期的なツールです。「写真」
では、ライブラリが自動的に整理され、 
美しいフォトブック、カード、およびカレン
ダーを作成できます。さらに、iCloudフォ
トライブラリを使用して、写真およびビデオ
のコレクション全体を iCloudに保存し、 

すべてのデバイスからこれらの写真やビデオ
を見ることができます。「iMovie」では、 
ホームビデオから見栄えのよい映画や超大
作映画のような予告編を作ったりできます。 
「GarageBand」は、楽器を習いたい人に
も、作曲したい人にも、大好きな曲を録音
したい人にも、必要なものを何でもそろえ
ています。

共有
お気に入りの写真を Facebook
に投稿したり、iCloudや「メッ
セージ」で共有したりできます。

写真
写真は自動的に日付および
場所別に整理されます。

プロジェクト
パーソナライズされたブック、
カード、カレンダーを簡単に作
成したり注文したりできます。



Pages、Numbers、Keynote

フォーマットパネル
インテリジェントなフォーマット
パネルにより、各種のツールを
ワンクリックで利用できます。

Pages

Macで美しい書類やスプレッドシート、プレ
ゼンテーションを作成できます。美しいテン
プレートは、はじめて使う方にぴったり。 
語句や写真を追加するだけで完成できます。
状況に合わせて表示されるフォーマットパネ
ルを使って、あらゆるものを簡単にカスタマ

イズできます。Microsoft Officeファイル
を開いて編集することもできます。あなたの
ファイルへのリンクをツールバーから「メー
ル」や「メッセージ」ですばやく簡単に共
有できます。

グラフィックスなどを追加
イメージ、ムービー、グラフなどを
使って、さまざまなメディアを含む
書類を作成できます。

共有
ファイルへのリンクを「メール」
や「メッセージ」で簡単に共有
できます。



重要なお知らせ
コンピュータをお使いになる前に、このガイド、および「この製品についての重要なお知 
らせ」に記載されている安全性に関する情報をよくお読みください。

詳しい情報
iMacの詳しい情報、製品ビデオ、および機能の詳細については、www.apple.com/
jp/imacを参照してください。 

ヘルプ
疑問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報は、多くの場合、
「Macヘルプ」で見つけることができます。「Finder」アイコンをクリックし、メニューバー
の「ヘルプ」をクリックしてから、「Macヘルプ」を選択します。「Safari」からオンライン
ヘルプ（www.apple.com/jp/support）を参照することもできます。 

OS Xユーティリティ
お使いのMacに問題が起きたときは、「OS Xユーティリティ」を使って、Time Machine
バックアップからソフトウェアやデータを復元したり、OS XとAppleアプリケーションを再 
インストールしたりできます。Macに問題が見つかると、「OS Xユーティリティ」が自動的
に開きます。コンピュータの起動時に CommandキーとRキーを押したままにして、手動で
開くこともできます。 

サポート
お使いの iMacには、90日間の技術サポート、および Apple Retail Store（Apple Store
直営店）、または Apple正規サービスプロバイダでの 1年間のハードウェア修理保証が付属
しています。iMacの技術サポートについては、www.apple.com/jp/support/imacにア
クセスしてください。または、0120-27753-5（日本国外からの場合は +81-3-6365-5492）
までお電話ください。 
www.apple.com/support/country

お住まいの国によっては、一部の機能を利用できないことがあります。
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