
はじめに
お買い求めのMac miniをはじめて起動すると、「設定アシスタント」がMacの設定手順を
ご案内します。表示される説明に従って、Wi-Fiネットワークへの接続、ほかのMacまたは
Windowsコンピュータからのデータの転送、Macのユーザアカウントの設定が簡単にでき
ます。

Apple IDでもログインが可能です。そうすれば、App Store、iTunes Store、オンライン
の Apple Storeですぐに買い物ができます。「メッセージ」や「FaceTime」も、いつでも
通信できる状態に。さらには、iCloudを自動的にセットアップして、「メール」、「連絡先」、
「カレンダー」などのアプリケーションからアクセスできます。Apple IDをまだお持ちでな
い場合は、設定アシスタントで作成できます。

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Macのさまざまな 
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すばやくアクセスできます。

上部にあるメニューバーには、Macに関するさまざま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。 

Hello.

iCloud
iCloudには、音楽、写真、書類、カレンダーなど、さまざまなコンテンツを保存できます。
保存したコンテンツは、お持ちのほかのMac、iPhone、iPad、iPod touch、さらには 
PCにプッシュ配信できます。デバイス同士をケーブルで接続する必要も、コンテンツを手動 
で同期する必要もありません。いずれかのデバイスで曲を購入すれば、どのデバイスでもす 
ぐに聴くことができます。カレンダーで予定を変更したときは、すべてのデバイスに反映され
ます。さらに、フォトストリームを使えば、特別な操作をしなくても、新しく撮った写真をどこ
でも見ることができます。iCloudの設定をカスタマイズするには、アップルメニューから「シ
ステム環境設定」を選択し、「iCloud」をクリックしてください。Apple IDを使ってサイン 
インしたら、利用したい iCloud機能を選択します。

クイックスタートガイド

お引っ越し
ほかのMacやWindowsコンピュータから新しいMacに、書類、メール、写真、音楽、
ムービーなどのファイルを簡単に移すことができます。新しいMacをはじめて起動したとき
に、手順が案内されます。表示される説明に沿って操作するだけで引っ越し完了です。

OS X Serverが搭載されたMac miniの場合は、「Server」アプリケーションが開き、構
成の手順が案内されます。
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Launchpad

「Launchpad」は、Macにインストールさ
れているすべてのアプリケーションのホーム
です。まずは「Dock」の「Launchpad」
アイコンをクリックしてみましょう。開いてい
るウインドウが消えて、フルスクリーンにす
べてのアプリケーションが表示されます。 

そこで、アプリケーションを好きな順序に並
べ替えたり、フォルダにまとめたり、Mac
から削除したりできます。Mac App Store
からアプリケーションをダウンロードすると、
自動的に「Launchpad」に表示されます。

Mission Control

「Mission Control」を使えば、Macで
今何をしているかが一目瞭然。「Dock」の
「Mission Control」アイコンをクリックす
ると、デスクトップがズームアウトして、現
在開いているすべてのアプリケーションの
すべてのウインドウ、すべてのフルスクリ
ーンアプリケーション、そしてウィジェット

と呼ばれるミニアプリケーションを集めた
「Dashboard」が表示されます。そのど
れかをクリックすれば一番手前に表示されま
す。「Mission Control」はMacの管制セ
ンターです。現在の状況を確認し、1回の
クリックで目的の場所に移動できます。

ようこそMac mini へ。あなたの新しいコンピュータをご紹介します。
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「Mission Control」を開く
「Dock」の「Mission 
Control」アイコンをクリック 
します。

デスクトップスペースを増やす
上部の列の右側にある「＋」ボ
タンをクリックすると、新しい作
業スペースを追加できます。

Dashboard
左上に表示され、 
クリックするだけでアクセ
スできます。

Wi-Fi
ステータス 

「Launchpad」を開く
「Dock」の「Launchpad」アイ
コンをクリックします。

フォルダ
アプリケーションをほかのアプリケ
ーションの上にドラッグしてフォルダ
にまとめることができます。



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
Mac mini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/macminiを参照してください。

ヘルプ
よく寄せられる質問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報を、 
「ヘルプセンター」で探すことができます。「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、「ヘルプセンター」を選択してください。 

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、コンピュータのハ
ード・ドライブを修復したり、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、ハード・ドライブを消去して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。「Safari」からオンラインヘルプを参照することもできます。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Mac mini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。Mac miniの技術サポートについては、www.apple.com/
jp/support/macmini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 +81-3-5334-2096）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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iTunes

「iTunes」でデジタル音楽やビデオを整
理して、Macで楽しみましょう。iTunes 
Storeでは、音楽、映画、テレビ番
組、ブックなどを購入できます。「iTunes」

からApp Storeにアクセスして、iPad、
iPhone、iPod touch用の Appをチェッ
クすることもできます。

Dockで「Safari」アイコンをクリックして
開いたら、マルチタッチジェスチャを使って
好きなサイトをすばやく簡単に見て回ること
ができます。Magic Mouse上で 1本の指
を上下に動かして、ページ内をスクロール。

Safari (Webブラウザ)

2本の指で左右にスワイプして、これまでに
見たページを行き来。Controlキーを押し
たまま 1本の指でスクロールして、拡大縮
小できます。

メール

「メール」を使えば、お使いのすべてのメー
ルアカウントを 1つの受信ボックスで管理
できます。インターネットに接続していない
ときでもメールを読むことができ、余計な
広告が表示されることもありません。ほと
んどのメール標準規格（POP3、IMAPな
ど）と、一般的なメールサービス（Gmail、

Yahoo!メール、AOLメールなど）に対応
しています。「メール」では、iCloudで利
用できる無料のme.comメールアカウント
も使えます。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。

カレンダー

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。会議などへ
の出席依頼を送りたいときは、「連絡先」ア

プリケーションの連絡先情報から簡単作成。
送った後は、だれが返事をくれたかがすぐ
に分かります。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。 

メッセージ

Apple IDでログインするだけで、Mac、
iPad、iPhone、または iPod touchを使
っている友人にメッセージを送ることができ
ます。送信できるメッセージ数は無制限。 
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。iCloud

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。
顔を見て話したくなったら、「メッセージ」
ウインドウの右上隅にある「FaceTime」ア
イコンをクリックするだけでビデオ通話 *を
開始できます。 

iPhoto

Macで写真を整理、ブラウズ、編集、共有
したいときは、「iPhoto」が最適です。た
くさんある写真を、人、撮影地、イベント
ごとに簡単に整理できます。写真をメール
で送りたいときや Facebookに公開したい

ときは、写真を選んで画面右下の「共有」
をクリックするだけ。「作成」をクリックすれ
ば、お気に入りの写真を使ってフォトブック
やカレンダー、カードを作ることもできます。

iMovie

撮りためたビデオを「iMovie」に取り込め
ば、さまざまな編集ツールや特殊効果を使
って、思い出に残るムービーを簡単に作成
できます。数回クリックするだけで、美しい

ムービーやハリウッド映画のような予告編が
完成。一般的なデジタル・ビデオ・カメラ、
iPhone、iPad、iPod touchからビデオ
を読み込むことができます。

Mac App Store

Mac App Storeは、Mac用のアプリケー
ションを探すには最高の場所です。ゲーム
からソーシャルネットワーキング、仕事向け
まで、幅広い種類のアプリケーションをダウ
ンロードできます。しかも、1回のクリック
で新しいアプリケーションを Launchpadに
インストール。個人使用であれば、認証済
みのすべてのMacに同じアプリケーション

をインストールでき、アプリケーションの再
ダウンロードも可能です。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が知らせてくれるので、いつで
も最新バージョンを利用できます。「Dock」
の「Mac App Store」アイコンをクリック
して、さっそくチェックしてみましょう。

Top Sites
よくアクセスするサイトを
一覧できます。

リーディングリスト
メガネのアイコンをクリック
して、後で読みたいページ
を保存できます。

フルスクリーン表示
フルスクリーンボタンをクリックす
ると、フルスクリーン表示に変わ
ります。

ワンストップのメール
「メール」なら、1クリックで 
すべてのアカウントをチェック 
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。 

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。

iTunes Store
好きな音楽や映画を探
して購入できます。

Genius Mix
「iTunes」がミュージックライブラリ
の中からテイストの似た曲をセレク
トしてまとめます。

複数のカレンダー
1つのウインドウですべての 
カレンダーにアクセスできます。

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。

返信状況
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。 

FaceTime
「メッセージ」から直接、ビデ
オ通話を開始できます。 

*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。

作成
ブック、カード、カレンダー
を作成できます。 

人々
写っている人ごとに写真
を整理できます。 

イベント
イベントをダブルクリックして
写真をブラウズできます。

イベントブラウザ
読み込んだビデオが表示され、
ビデオ内のすべてのクリップにア
クセスできます。

プロジェクトブラウザ
クリップをプロジェクトにドロップし
ていくだけで、すてきなムービーを
作成できます。

いつでも最新
購入したアプリケーションやOS Xのア
ップデートが自動的に表示されます。 

新しいアプリケーションをチェック
さまざまなアプリケーションをブラ
ウズして、「Launchpad」に直接ダ
ウンロードできます。


