


ようこそ MacBook Pro へ
さあ、 はじめよう。 MacBook Pro は、ディスプレイを持ち上げると自動的に起動します。 その後、 「設定アシ
スタント」 に従っていくつかの簡単な設定を完了させるだけで使い始めることができます。 「設定アシスタント」 で
は、 Wi-Fiネットワークへの接続、 ユーザアカウントの作成、 Touch ID および Apple Pay の設定、 Siri の有効
化を順に実行します。 ほかの Mac または Windows コンピュータから新しい MacBook Pro に書類、 写真、 
音楽などを転送することもできます。

「設定アシスタント」 では Apple ID でログインできます。 これによって、 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」 で作成できます。



Thunderbolt 3 （USB-C）
MacBook Pro を充電したり、 外部ストレー 
ジや外部ディスプレイに接続したりします。

ヘッドフォン

Touch ID 
（電源ボタン）

Touch Bar FaceTime HD カメラ

感圧タッチトラックパッド



デスクトップに親しむ
MacBook Pro のデスクトップでは、 何でも探せて、あらゆることができます。 頻繁に使用するアプリケーションは、  
画面下部の Dock に配置しましょう。 デスクトップなどの設定をカスタマイズするには、 「システム環境設定」 を開きま
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、 MacBook Pro 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。 Siri を使えば、 自分の声だけで、 いつでも情報を探し
たり、 ファイルを見つけたり、 さまざまなタスクを Mac で実行できます。

「ヘルプ」 メニュー メニューバー Wi-Fi Siri

Finder Dock システム環境設定



マルチタッチジェスチャで Mac を操作する
トラックパッドで簡単なジェスチャを使って、 MacBook Pro を操作できます。 内蔵された感圧機能により、トラッ
クパッドがライトクリックとディープ・プレスの違いを認識します。詳しくは、 Dock で「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。

Touch Bar と Touch ID を使う
キーボード上部の Touch Bar は、使用中のアプリケーションや実行中のアクティビティによって表示内容が変化し
ます。 このバーでは、スライドやタップといった使い慣れたジェスチャを使用できます。 音量や明るさなどの頻繁に
使用するシステムコントロールは、 右側の Control Strip にあります。 この Control Strip は、矢印 （  ） をタッ
プまたはスワイプすることで開いたりしまったりできます。 

Touch Bar の右側には Touch ID センサーがあります。 Touch ID を設定しておけば、 指紋ひとつで 
MacBook Pro のロックを解除できるほか、 App Store、 iBooks Store、 iTunes Store、 そしてお気に入り
の多くの Web サイトで Apple Pay を使って買い物ができます。 

クリック
トラックパッド上のいずれかの場所を押し
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。

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。

スワイプで移動
Web ページや書類などをめくるには、  
2 本指でスワイプします。



データをバックアップする
AirMac Time Capsule （別売）と 「Time Machine」 を使えば、 MacBook Pro をワイヤレスでバックアップ
できます。 バックアップを開始するには、「システム環境設定」を開き、 「Time Machine」 アイコンをクリックします。 

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 「MacBook Pro 情報」 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 の基本」 ガイドを 「iBooks」 で表示するには、 「iBooks」を開いてから、 iBooks Store で
「MacBook Pro の基本」 を検索します。 MacBook Pro の情報、 製品ビデオ、 および機能については、 
www.apple.com/jp/macbook-pro でも確認できます。

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、 「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」 または 
「Mac のことをもっと知る」 を選択します。

macOS ユーティリティ
お使いの MacBook Pro に問題が起きたときは、 「macOS 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、 macOS 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。 お使いの MacBook Pro で問題が検出された場合は、 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 「macOS ユーティリティ」 を開きます。

サポート 
MacBook Pro の技術サポートについては、www.apple.com/jp/support/macbookpro 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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