
はじめに
お買い求めのMacBook Proをはじめて起動すると、「設定アシスタント」が開いて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、
Apple IDでのサインインが簡単にできます。

Apple IDがあれば、App Storeからアプリケーションをダウンロードしたり、iTunes 
Storeやオンラインの Apple Storeで買い物をしたり、iCloudにアクセスしたり、
FaceTimeでビデオ通話をしたりできます。Apple IDをまだお持ちでない場合でも、無料で
簡単に作成できます。 

マルチタッチジェスチャ
MacBook Proの操作の多くは、トラックパッドでの簡単なジェスチャによって実行できます。
Macでよく使うマルチタッチジェスチャのいくつかをご紹介します。

デスクトップに親しむ
あなたの新しい活動拠点へようこそ。デスクトップには、よく使うアプリケーションのアイコン
が並んだ「Dock」があります。Macのデスクトップやその他の設定をカスタマイズしたいと
きは、「Dock」の「システム環境設定」アイコンをクリックしてください。ファイルやフォル
ダにアクセスするときは、「Finder」アイコンをクリックします。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、メニューバーにあるWi-Fiステータス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。 
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トラックパッドMagSafe電源コネクタ
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クリック
クリックするには、トラックパッド上の好きな場
所を押します。「タップでクリック」オプションを
選択した場合は、トラックパッドの表面に軽く
触れる（タップする）だけでクリックできます。

副ボタンのクリック（右クリック）
ショートカットメニューを開くには、2本の指で
クリックします。「タップでクリック」オプション
を選択した場合は、2本の指でトラックパッドを
タップします。

スワイプでページめくり
2本の指でスワイプすることで、Webページや
書類などのページをめくることができます。 

ダブルクリック
トラックパッド上の好きな場所を 2回押します。
「タップでクリック」オプションを選択した場合
は、トラックパッドを 2回タップ（ダブルタップ）
します。

2本指のスクロール
トラックパッドを 2本の指で触れ、上下左右スク
ロールしたい方向に動かします。

スマートズーム
2本の指でトラックパッドをダブルタップすること
で、Webページをすばやく拡大表示できます。

ピンチでズーム
トラックパッド上で親指ともう1本の指を開い
たり閉じたりする（ピンチする）ことで、写真
やWebページを拡大／縮小表示できます。 

フルスクリーンアプリケーションを切り替える
トラックパッド上で 3本の指を右または左に
さっと動かす（スワイプする）ことで、フルス
クリーンのアプリケーションを切り替えることが
できます。

Launchpadを表示
親指とほかの 3本の指で内側にピンチするこ
とで、インストールされているすべてのアプリ
ケーションを Launchpadで表示できます。

回転
トラックパッド上で親指ともう1本の指を時計
回りまたは反時計回りに回すことで、イメージ
を回転させることができます。

Mission Controlを表示する
3本の指で上にスワイプすることで、Macで開
いているすべてのウインドウを表示できます。

詳しい情報
ジェスチャについて詳しくは、アップルメニュー
から「システム環境設定」を選択し、「トラッ
クパッド」をクリックしてください。 

iCloud
音楽、写真、メールなどを iCloudに保存すれば、お持ちのほかのMac、iPhone、iPad、
iPod touch、さらにはWindowsコンピュータにワイヤレスで自動送信できます。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ると、その曲がほかのすべてのデバイスに自動的にダウンロ
ードされます。フォトストリームを使えば、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、有効また 
は無効にしたい iCloud機能を選択します。

重要
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
MacBook Pro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/macbookpro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。メニューバーの「ヘルプ」をクリックし、「ヘルプセ
ンター」を選択してください。 

Mac OS Xユーティリティ
お使いのMacに問題が起きたときは、「Mac OS Xユーティリティ」アプリケーションを使っ
て、コンピュータの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 Lion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、「Mac 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MacBook Pro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。MacBook Proの技術 
サポートについては、www.apple.com/jp/support/macbookproを参照してください。
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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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、データの転送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。

ようこそMacBook Pro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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「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
て好きなサイトを見て回りましょう。トラック
パッド上で 2本の指を上下に動かして、ペ
ージ内をスクロール。2本の指で左右にス

Safari（Webブラウザ） Mail

Top Sites
よくアクセスするサイトを
一覧できます。

ワンストップのメール
「Mail」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。

「Mail」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

ワイプして、これまでに見たページを行き来。
2本指でダブルタップしてページを拡大表示。
そして、もう一度ダブルタップして元の大きさ
に戻すことができます。表示の拡大／縮小は
ピンチ操作でもできます。  

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。まずは「Mail」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。メールは iCloudからも管理
できます。

Launchpad

「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。

「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。

「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。

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。

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。

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。 

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。

iCal

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。

忙しいスケジュールは「iCal」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、「アドレスブック」

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。 

iPhoto

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。

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

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
選択した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。

撮りためたビデオを「iMovie」に取り込 
んで、美しいムービーを作りましょう。数回
クリックするだけで、ハリウッド映画のような
予告編が完成。お持ちの写真やビデオをプ
ロ並みの作品に仕上げるために必要な編集

ツール、テーマ、特殊効果はすべてそろっ
ています。一般的なデジタル・ビデオ・カメ
ラ、iPhone、iPad、iPod touch、Mac
の FaceTimeカメラからビデオを読み込む
ことができます。

FaceTime

「FaceTime」を使えば、iPad、iPhone、
iPod touch、またはMacを使っている相
手と顔を見ながら話ができます。*Macで
「FaceTime」を設定するために必要な 

のは、Apple IDとメールアドレスだけ。 
「アドレスブック」の連絡先リストで、話した
い相手を選んでビデオ通話を始めましょう。 

よく使う項目
よく使う連絡先を「よく使う項目」
に追加しておけば、すばやくアクセ
スできます。

*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。

カレンダー表示
日、週、月、または年表示
を選択できます。

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。

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

イベントを追加
ダブルクリックして新し
いイベントを追加でき
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。


