
はじめに
電源ボタンを押してMacBook Proを起動すると、「設定アシスタント」が開き、Macをす
ばやく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、Macのユ
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でログインできます。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自
動的に設定されるため、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
も最新の情報が最初から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。 

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。よく使うジェス
チャのいくつかをご紹介します。

デスクトップに親しむ
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検索を使って、
Mac上にあるあらゆるものを検索することもできます。

Hello.

クリック
クリックするには、トラックパッド上の任意の
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。

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

必要なアプリケーションをすばやく見つける
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、スケジュールを管理したりできます。Launchpad 
は、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る場所です。Dockで 
「Launchpad」アイコンをクリックすると、すべてのアプリケーションがフルスクリーンで表示
されます。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からダウンロードしたアプリケーションは、自動的に
Launchpadに表示されます。 

iCloudでデバイス同士を連携
iCloudを利用すると、Mac、iPhone、iPad、iPod touch、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。Macで新しい Pages書類を作成して、外出中に
iPadで編集することができます。iPhoneで写真を撮ると、Macの「iPhoto」に自動的に
表示されます。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。有効にする iCloudの機能を選択するには、Dockで「システム環境設定」を選択して
「iCloud」をクリックします。 

クイックスタートガイド

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。

Launchpadを開く
Dockで「Launchpad」 
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
ると、アプリケーションをフォル
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
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
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、 
「ヘルプセンター」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、「ヘルプセンター」を選択します。「Safari」からオンライン
ヘルプを参照することもできます。

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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ACプラグ

バッテリーについて詳しくは、www.apple.com/jp/batteriesを参照してください。
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/HT4889?viewlocale=ja_JPを参照して
ください。

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。

バッテリーは充電済みで準備ができているため、Macを箱から
取り出してすぐに使い始めることができます。バッテリーを充電
しているときは、充電が完了すると電源コネクタのオレンジラン
プが緑色になって知らせてくれます。

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。

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。

SDXC
カメラのメモリカードか
ら写真を転送できます。

HDMI
HDTVに接続します。

MagSafe 2
電源コードをマグ 
ネットで接続します。

FaceTime HDカメラ
ビデオコールをかけたり、HDビデオを録画し
たり、スナップショットを撮影したりできます。

Thunderbolt 2
外付けディスプレイや高性
能デバイスを接続します。

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。

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。

Wi-Fi 検索
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メール

ワンストップのメール
「メール」なら、ワンクリック
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。

「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。 
「メール」は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 iCloud.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。

iTunesiBooksマップ

iTunes for Macなら、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、新しいお気に入りを見つ

「iBooks」は、ブックをダウンロードして楽
しめるまったく新しいツールです。連携サー
ビスの iBooks Storeで、最新のベストセ 
ラーやお気に入りの名作をダウンロードでき
ます。ブックを開くにはクリックします。 
スワイプやクリックでページをめくります。 

Macの「マップ」を使って、新しい行き先
や道順を調べましょう。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

けたりワンクリックでダウンロードしたりでき
ます。「iTunes」では 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。

メモやブックマークを追加したり、お気に入
りの一節をハイライトしたりするのも簡単で
す。iBooks Storeから購入したブックは、
Macでも iOSデバイスでも読むことができ
ます。

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
地までの道順を調べられます。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。

iTunes Store
新しい音楽や映画などを
見つけて購入できます。 

道順
詳細な道順を調べることが
でき、交通情報も表示でき
ます。

iPhoneに送信
道順を iPhoneに送って、 
音声ルート案内を利用できます。 

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。出席依頼を
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。

iPhoto、iMovie、GarageBandメッセージ Pages、Numbers、Keynote

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。

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。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。

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。

iBooks Store
iBooks Storeから 
ダウンロードしたブックは
iCloudに保存されます。

「メモ」パネル
すべてのメモやハイライト
を 1つの場所に表示して
編集できます。

検索
ブック全体で語句をす
ばやく検索できます。 

配信証明
相手にメッセージが届
いたことが分かります。 

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。

iTunes Radio
数百のステーションから選んだり、
好きなアーティストや曲で新しいス
テーションを作成したりできます。

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。 iPhoto Pages

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。

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、ワンクリックで新
しいアプリケーションを Launchpadにイン
ストールして表示できます。個人使用であれ
ば、認証済みのすべての Macに同じアプリ

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新しいフォーマッ
トパネルを使って、あらゆるものを簡単に

「iPhoto」、「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。 
「iPhoto」では、ライブラリを、人、撮影
地、イベントごとに整理したり、美しいフォ
トブック、カード、カレンダーを作成したり

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。「Dock」の 
「Mac App Store」アイコンをクリックして、
早速チェックしてみましょう。

カスタマイズできます。Microsoft O∑ce 
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。

できます。「iMovie」では、ホームビデオ
から超大作映画のような予告編を作ること
ができます。「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。

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。

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。

イベント
カーソルを動かすだけで、
イベントの写真をすばやく
ブラウズできます。

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。

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。

「Safari」はMacでWebサーフィンを 
楽しむための最高の方法です。まずは、 
スマート検索フィールドに検索語または
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。ページを
後で読むためにリーディングリストに保存し

Safari

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。「Safari」は
iCloudにも対応しているため、ブックマー
クやリーディングリスト、Webサイトのパス
ワードをすべてのデバイス上で最新の状態
に保つことができます。

Top Sites
クリックすると、よくアクセ
スするWebサイトのプレ
ビューが表示されます。

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。

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。

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。

ブックマーク
ブックマークはお使い
のすべてのデバイスに
プッシュ送信されます。


