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iPhone 7 Plus/iPhone 7の仕様

iPhone 7 Plus iPhone 7
カラー シルバー／ゴールド／ローズゴールド／ブラック／ジェットブラック

容量・価格（税別）
（SIMフリーモデルの場
合）

32GB：8万5800円
（ジェットブラックを除く）、

128GB：9万6800円、
256GB：10万7800円

32GB：7万2800円
（ジェットブラックを除く）、

128GB：8万3800円、
256GB：9万4800円

サイズ（H×W×D）／
重量

158.2×77.9×7.3mm ／ 188g 138.3×67.1×7.1mm ／ 143g

ディスプレイ／解像度
／コントラスト

5.5インチ IPSテクノロジー搭載Multi-Touchディスプレイ／ 1920×
1080ピクセル（401ppi）／ 1300:1

4.7インチ IPSテクノロジー搭載Multi-Touchディスプレイ／ 1334×
750ピクセル（326ppi）／ 1400:1

チップ 64ビットA10 Fusionチップ／ M10モーションコプロセッサ

iSightカメラ

12メガピクセル広角カメラと12メガピクセル望遠カメラ、
Live Photos

12メガピクセルのカメラ、
Live Photos

広角：f/1.8の開口部、望遠：f/2.8の開口部、光学式手ぶれ補正、2倍光学
ズーム、最大10倍のデジタルズーム、サファイアクリスタル製レンズカ
バー、クアッドLED True Toneフラッシュ、裏面照射型センサー、6枚
構成のレンズ、ハイブリッド赤外線フィルタ、Focus Pixelsを使った
オートフォーカス、タップしてフォーカス（Focus Pixelsを利用）、露出
コントロール、写真の自動HDR、パノラマ（最大63メガピクセル）、人体
検出と顔検出、自動手ぶれ補正、バーストモード、タイマーモード、写真へ
のジオタグ添付、ノイズリダクション

f/1.8の開口部、光学式手ぶれ補正、サファイアクリスタル製レンズカ
バー、クアッドLED True Toneフラッシュ、裏面照射型センサー、6枚
構成のレンズ、ハイブリッド赤外線フィルタ、Focus Pixelsを使った
オートフォーカス、タップしてフォーカス（Focus Pixelsを利用）、露出
コントロール、写真の自動HDR、パノラマ（最大63メガピクセル）、人体
検出と顔検出、自動手ぶれ補正、バーストモード、タイマーモード、写真へ
のジオタグ添付、ノイズリダクション

ビデオ撮影

4Kビ デ オ 撮 影（3840×2160、30fps）、1080p HDビ デ オ 撮 影
（30fpsまたは60fps）、ビデオの光学式手ぶれ補正、クアッドLED 
True Toneフラッシュ、映画レベルの手ぶれ補正／連続オートフォー
カスビデオ、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、2倍光学
ズーム、最大6倍のデジタルズーム、再生ズーム、人体検出と顔検出、
1080p（120fps）および720p（240fps）のスローモーションビデオ
に対応、ビデオへのジオタグ添付、4Kビデオの撮影中に8メガピクセ
ルの写真を撮影

4Kビ デ オ 撮 影（3840×2160、30fps）、1080p HDビ デ オ 撮 影
（30fpsまたは60fps）、ビデオの光学式手ぶれ補正、クアッドLED 
True Toneフラッシュ、映画レベルの手ぶれ補正／連続オートフォー
カスビデオ、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、最大3倍の
デジタルズーム、再生ズーム、人体検出と顔検出、1080p（120fps）
および720p（240fps）のスローモーションビデオに対応、ビデオへの
ジオタグ添付、4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの写真を撮影

FaceTimeカメラ

7メガピクセルの写真、Retina Flash

f/2.2の開口部／ 1080p HDビデオ撮影／裏面照射型センサー／露出コントロール／バーストモード／タイマーモード

写真とLive Photosの広色域キャプチャ

Touch ID 新しいホームボタンに内蔵された指紋認証センサー

携帯電話／
ワイヤレス通信方式

GSM/EDGE、UMTS/HSPA+、DC-HSDPA、CDMA EV-DO Rev. A、
4G LTE-Advanced、VoLTE、MIMO対応802.11a/b/g/n/ac、

Bluetooth 4.2、NFC、Felica

ビデオ通話 Wi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話

オーディオ再生（対応
するオーディオフォー
マット）

AAC（8〜320Kbps）、保護されたAAC（iTunes Storeから購入したコンテンツ）、
HE-AAC、MP3（8〜320Kbps）、MP3 VBR、Audible（フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+）、

Apple Lossless、AIFF、WAV、ユーザによる設定が可能な最大音量制限

電源とバッテリー
（連続通話／連続待受
／インターネット利用
／ビデオ再生／オー
ディオ再生）

iPhone 6s Plusより
最大1時間長いバッテリー駆動時間

iPhone 6sより
最大2時間長いバッテリー駆動時間

リチャージャブルリチウムイオンバッテリ内蔵／ USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電

3Gで最大21時間（ワイヤレス）／最大16日間／ 3Gで最大13時間、
4G LTEで最大13時間、Wi-Fiで最大15時間／

最大14時間（ワイヤレス）／最大60時間（ワイヤレス）

3Gで最大14時間（ワイヤレス）／最大10日間／ 3Gで最大12時間、
4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大14時間／

最大13時間（ワイヤレス）／最大40時間（ワイヤレス）

ヘッドフォン
EarPods with Lightning Connector

（Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ付き）

センサー Touch ID ／気圧計／ 3軸ジャイロ／加速度センサー／近接センサー／環境光センサー

SIMカード／コネクタ nano-SIM ／ Lightning



iPhone 7/7 Plus
入門・活用ガイド



iPhone 7とiPhone 7 Plusは大きさこそ従 来のiPhone 
6s/6s Plusと同じですが、機 能は大きく進 歩していま
す。内部構造が変わったため、僅かですが軽くなりました

（iPhone 7で5グラム、7 Plusで4グラム）。本体のデザイ
ンもほぼ同じで、ボタン類の配置も変わりありません。カラー

はシルバー、ゴールド、ローズゴールドとブラック、ジェット
ブラックの5色。スペースグレーはなくなりました。搭載メ
モリの容量で32GB、128GB、256GBモデルがあります。
まず最初に、iPhone 7と7 Plusの外観と各部の名称を解
説してみましょう。
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iPhone 7/7 Plusの付属品

iPhone 7と7 Plusの付属品は共通です。付属の「EarPods 
with Lightning Connector」は、音量調整やマイクの機能
を備えたイヤフォンで、Lightningコネクタに直接挿して使
えます。一般的なヘッドフォンジャックを備えたイヤフォン
を使いたい場合は、付属の「Lightning - 3.5 mmヘッドフォ
ンジャックアダプタ」を介して接続します。

❶パッケージボックス❷iPhone本体❸説明書など
❹Lightning - USBケーブル❺USB電源アダプタ
❻EarPods with Lightning Connector
❼Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ

●❶ ●❷

●❹ ●❺ ●❻ ●❼

●❸

近接センサー

電源オン／オフ
スリープ／
スリープ解除

FaceTime HDカメラ iSightカメラ

背面側マイク

SIMカード
トレイ

クアッドLED True Toneフラッシュ

受話口／
内蔵ステレオ
スピーカー

ホームボタン／
Touch IDセンサー

内蔵マイク

iPhone 7

音量を
上げる／下げる

Lightningコネクタ 内蔵ステレオ
スピーカー

2016年9月末現在、最新のiPhoneは7と7 Plusです。
本書ではiPhone 7と7 Plusを中心に紹介していきます。

iPhoneについて知っておこう

POINT

iPhone 7/7 Plusの外観と各部名称

サウンドオン／オフ

Introduction

for 7 Plus

for 7
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iPhone 6s/6s PlusとiPhone SE

アップルではiPhone 7/7 Plus以 外にも、iPhone 
6s/6s PlusやiPhone SEを販売しています。特に
iPhone 6sシリーズは7シリーズと同サイズ、わずか
に重量は異なるものの、デザインがほぼ同じなので一
見すると見分けがつかないほどです。iPhone SEは、
iPhone 5sシリーズ以前の4インチディスプレイを
搭載したコンパクトなサイズが特徴です。
搭載しているプロセッサは1世代前のA9チップです
が、今でも十分使える性能です。カメラは12メガピ
クセルと7シリーズと解像度は同じですが、レンズが
5枚構成で明るさも一段暗いf2.2だったり、iPhone 

6sとSEには光学式手ぶれ補正が搭載されていない
などの違いがあります。また、前面にあるFaceTime 
HDカメラも、6sシリーズは5メガ、SEは1.2メガピ
クセルと解像度が落ちます。
6sシリーズのホームボタンは7シリーズの感圧式ソ
リッドステートではなく、物理的にクリックが行える
ボタンです。指紋認証センサーは6sシリーズには搭
載されていますが、SEにはありません。
その他、Apple PayによるSuicaの利用や、防沫性能
と耐水性能は7シリーズ特有のもので、6sシリーズや
SEには搭載されていません。

iPhone 7と7 Plusの違い

前モデルのiPhone 6sと6s Plus同様、2つの大きな
違いはディスプレイのサイズにあります。iPhone 7
は4.7インチ、iPhone 7 Plusでは5.5インチ、どち
らもRetina HDディスプレイを搭載しています。当
然ながら本体の大きさも重さも異なります。本体サ
イズの違いから搭載しているバッテリーサイズも異な
り、その結果、バッテリー駆動時間も7と7 Plusでは
違ってきます。
その他の大きな違いはカメラ部分です。iPhone 7は

12メガピクセル、f1.8のレンズを搭載したカメラで
すが、7 Plusはそれに加えてもう1つ望遠側のカメ
ラを搭載しています。光学式手ぶれ補正やクアッド
LED True Toneフ ラッシュな ど は、iPhone 7も7 
Plusも同じです。
大きな画面と2つのレンズを搭載したカメラ、ここが
iPhone 7と7 Plusどちらを選ぶか大きなポイント
になるでしょう。

電源オン／
オフ
スリープ／
スリープ解除

FaceTime 
HDカメラ

iSightカメラ
（広角＆望遠）

背面側マイク

SIMカード
トレイ

クアッドLED True Toneフラッシュ

受話口／
内蔵ステレオ
スピーカー

ホームボタン／
Touch IDセンサー

iPhone 7 Plus

音量を
上げる／下げる

内蔵ステレオ
スピーカー

サウンドオン／オフ

Lightningコネクタ

POINT

POINT

内蔵マイク

近接センサー



iPhone 7/7 Plusは、従来のスペースグレーが廃止され、代
わりにブラック系の2色が新たに追加されました。何よりユー
ザーにとって嬉しかったのが、耐水性能が備わったこと。ホー
ムボタンも感圧式になったし、Suica対応も国内ユーザーに
とっては嬉しい新機能です。
7 Plusにはカメラが2つ搭載されて、広角と望遠がワンタッ
チで切り替えできます。Retina HDディスプレイも従来よ
り明るく鮮やかになりました。搭載しているプロセッサも新

しくなって、高性能だけではなく高効率を実現。その結果、
バッテリー動作時間も従来の6s/6s Plusより伸びています。
耐 水 機 能のためか、イヤフォンジャックが廃 止されて
Lightningコネクタに接続する方式に変更されました。付属
のイヤフォンもLightningコネクタ仕様です。従来のイヤフォ
ンやヘッドフォンは、付属のアダプタを使えば接続できます。
4G/LTEも高速化しました。搭載しているiOS 10も強力な
魅力です。
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ローズゴールドやゴールド、シルバーといったお馴染みの
カラーに加え、スペースグレイに代わるブラックとジェット
ブラックの5色展開になりました。新色のブラックはロー
ズゴールドやゴールド、シルバーと同様、マットな仕上げで
すが、ジェットブラックは9段階の酸化皮膜処理と研磨加
工という特別な方法でガラスのような高光沢に仕上がって
います。電波の通り
道を確保するために
背面に設けられた樹
脂部分もブラックと
ジェット ブ ラック に
は黒色の樹脂が使わ
れているので目立ち
ません。

iPhone 7/7 Plusのホームボタンは、物理的に押し下げで
きるボタンではなく、圧力を検知するソリッドステートボ
タンになりました。圧力を検知した際には本体に内蔵した
Taptic Engineが動作して、擬似的なクリック感をフィー
ドバックします。従来の機械式のボタンのように、使って
いくうちにバネがへたったり、元に戻らなくなるなど不具
合が発生する確率も少なくなります。

1

3

2

4

iPhoneとして初めて、IEC規格60529に基づいたIP67
等級に適合した耐水性能を備えました。ただしこの防沫
性能や耐水性能、防塵性能は、永続的に維持できるもので
はありません。
iPhone 7/7 Plusを身につけた状態での水泳や入浴、サ
ウナ、高水圧のかかるシャワーやマリンスポーツなどは行
わないように
アップルから
もアナウンス
されています。
液体による損
傷は保証の対
象にならない
ので注意が必
要です。

交 通 系ICカードでお馴
染 み のSuicaが 使 える
Apple Payが組み込ま
れました。電 車に乗 っ
たり 駅 ナ カ の ショップ
での買い物が、iPhone 
7/7 Plusだけでできま
す。設定したクレジット
カードを使ってSuicaに
チャージ し た り、Suica
定期券の更新もiPhone 
7/7 Plusだけで行えま
す。

新色が追加！

新しくなったホームボタン！

防沫性能と耐水性能！

Apple PayとSuica！

ここでは最新モデルのiPhone 7/7 Plusに備わった新たな機能や、
搭載しているiOS 10の新機能を簡単に紹介してみましょう。

iPhone 7/7 PlusとiOS 10の新機能

ここが新しくなったiPhone 7/7 Plus！

Introduction

for 7 Plus

for 7
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iPhone 7 Plusには、7に搭載している広角カメラに加え
て望遠カメラも搭載しました。広角カメラが搭載している
f1.8のレンズに対して、望遠側はf2.8と明るさが異なりま
すが、1倍と2倍をワンタッチで切り替えできます。また、
iPhone 7のデジタルズームは最大5倍ですが、7 Plus
では最大10倍までのデジタルスームが使えます。また7 
Plusのカメラでは、背景を美しくボカす被写界深度エフェ
クト機能が搭載される予定です。

新しくなったA10 Fusionプロセッサは、iPhone 6より2
倍高速。速い高速処理が必要な時は、2つの高性能コアで
その能力を一段と発揮してくれます。それ以外は、電力を
1/5にセーブした2つの高効率コアが働くことで、最高の
パフォーマンスと効率の良さを提供してくれます。こうし
た仕組みのおかげで、iPhone 7で最長2時間、7 Plusで
最長1時間、バッテリー駆動時間を延ばしました。

iPhone 6sと比較すると50
パーセント以上、iPhone 6よ
り3倍速い、最大450Mbps
のLTE-Advancedを搭載し
ました。4GのVoice over 
LTE（VoLTE）にも対応して
いるので、高品質で通話でき
ます。

5

7

9

6

8

10

広く新しい色域を持ったRetina HD ディスプレイを搭載
しました。現実の世界に一段と近くなった映画レベルの色
が映し出されます。従来のディスプレイより25パーセン
ト明るくなったのも、新しくなったRetina HD ディスプレ
イの特 徴です。画
面を一目見ただけ
で、その違いに気づ
くほどです。

イヤフォンやヘッドフォンを接続するための3.5 mmヘッ
ドフォンジャックが廃止、その代わりに充電に使ってい
たLightningコネクタを使うようになりました。付属の
EarPodsヘッドフォンも、Lightningコネクタ仕様になっ
ています。従来のイヤフォンやヘッドフォンを使いたい場
合は、付属のLightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックア
ダプタを介して繋げましょう。Bluetoothでワイヤレス接
続できる「AirPods」もアップルから発売されています。

iPhone 7/7 Plusを簡単・便利に使えるのは最新のiOS 
10のおかげです。これまでのiOS 9に備わっていた機能
に加え、新しく加わった機能もいろいろあります。iPhone 
5以 降でもiOS 10は使えますが、最 新のiPhone 7/7 
Plusだからこそ使える機能もあります。

メッセージ
手書きの文字やスクリーンいっぱいに広がるアニメ効果や相手の
メッセージに付けるタップバック、ステッカーなど。

マップ
乗り換えの検索や運賃の比較、地下にあるすべての駅や線路、大
きな駅をつなぐ連絡通路も表示。

ミュージック
Apple Musicなどユーザインターフェイスが新しくなったミュー
ジックアプリ。

3D Touch
コントロールパネルなど、いろいろなシーンで必要な情報を素早
く表示。

通知
ダイレクトに返信するなど、通知画面からいろいろな操作が直接
できる。

写真
写っているものやシーンを自動的に認識してくれるインテリジェ
ンス検索。

その他
iPhoneを持ち上げるとスリープ解除、他のiOSデバイスやMac
間と受け渡しできるユニバーサルクリップボードなど。

デュアルカメラを搭載！

A10チップで高速＆省エネ！

高速4G／LTE！

Retina HD ディスプレイ！

イヤフォンジャック廃止！

iOS 10！



C O N T E N T S

iPhoneについて知っておこう …………………… 2

iPhone 7/7PusとiOS 10の新機能 …… 4

iPhoneの基本操作を覚えよう ………………… 9

タッチ操作の種類を理解しよう ………………………………………………10

ホーム画面の基本操作を覚えよう ……………………………………………12

iPhoneの画面ロックを解除しよう …………………………………………16

iPhoneの本体機能を理解しよう ……………………………………………18

iPhoneで文字を入力しよう ……………………………………………… 20

音声で文字を入力しよう …………………………………………………… 23

iPhoneで電話をかけよう ………………………………………………… 24

サイレントモードとバイブレーションを設定しよう ……………………… 26

カメラで写真を撮影しよう ………………………………………………… 28

iPhoneで動画を撮影しよう ……………………………………………… 33

写真や動画を見よう ………………………………………………………… 35

メール・インターネット・SNSを活用しよう ………37

Apple IDを取得しておこう ……………………………………………… 38

クラウドサービス「iCloud」を活用しよう ………………………………… 40

メッセージ・メールの基本をおさえよう …………………………………… 44

Chapter 1

Chapter 2

Introduction 



「メッセージ」でSMSを使おう ……………………………………………… 46

「メッセージ」でiMessageを使おう ……………………………………… 48

iPhoneでパソコンのメールを使おう …………………………………… 52

iPhoneでメールを送受信しよう ………………………………………… 54

iPhoneでWebサイトを見よう …………………………………………… 58

Webサイトをブックマークに登録しよう ………………………………… 60

「Safari」をもっと便利に使いこなそう …………………………………… 62

Twitterを使ってみよう …………………………………………………… 66

Facebookを使ってみよう ………………………………………………… 68

LINEを使ってみよう ……………………………………………………… 70

【POINT】 「インターネット共有」を使ってテザリングしてみよう ……… 72

iPhoneを楽しく便利に活用しよう ……………73

App Storeでアプリを入手しよう ………………………………………… 74

iTunes Cardで有料アプリを購入しよう ………………………………… 76

音楽を購入してiPhoneで聴こう ………………………………………… 78

iPhoneで映画観賞しよう ………………………………………………… 80

「iBooks」で電子書籍を読もう …………………………………………… 82

パソコンから音楽や動画を転送しよう …………………………………… 84

写真を編集しよう …………………………………………………………… 86

無料で使えるアップルのアプリ …………………………………………… 88

Chapter 3



「カレンダー」でスケジュールを管理しよう ……………………………… 90

「連絡先」で番号やアドレスを管理しよう ………………………………… 92

地図アプリ「マップ」を使いこなそう ……………………………………… 94

まだまだある! 便利な標準アプリ ………………………………………… 96

音声アシスタント「Siri」を使いこなそう …………………………………… 98

iPhoneをもっともっと使いこなそう…………99

Wi-Fiに接続しよう ………………………………………………………… 100

通知センターを使いこなそう ……………………………………………… 102

コントロールセンターを使いこなそう …………………………………… 104

検索機能を活用しよう ……………………………………………………… 106

着信時に通話できない場合は? …………………………………………… 108

着信音や壁紙を変更しよう ………………………………………………… 110

もっとiPhoneの機能を使いこなそう …………………………………… 112

アプリをアップデートしてみよう ………………………………………… 114

iPhoneの設定を確認しておこう ………………………………………… 115

【POINT】 アドレス帳のデータをiPhoneに移行するには ……………… 118

iPhoneを安心して使うためのテクニック … 119

Phoneをセットアップするには …………………………………………… 120

iPhoneのデータをバックアップしよう …………………………………… 122

iPhoneのセキュリティ対策 ……………………………………………… 124

Appendix

Chapter 4



iPhoneの基本操作を
覚えよう
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タッチ操作の種類を理解しよう ➡ 10
ホーム画面の基本操作を覚えよう ➡ 12
iPhoneの画面ロックを解除しよう ➡ 16
iPhoneの本体機能を理解しよう ➡ 18

iPhoneで文字を入力しよう ➡ 20
音声で文字を入力しよう ➡ 23

iPhoneで電話をかけよう ➡ 24
サイレントモードとバイブレーションを設定しよう ➡ 26

カメラで写真を撮影しよう ➡ 28
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写真や動画を見よう ➡ 35



❷ 2回連続タップの「ダブルタップ」
画面の同じ場所を2回続けてすばやくタップする操作を「ダ
ブルタップ」といいます。これは主に画面の拡大に用いる操
作で、たとえばWebページや写真の閲覧中に部分拡大を行
いたいときに使います。

ダブルタップ

部分拡大された

フリックで
文字を
すばやく入力

スワイプよりも勢いを付けて、おはじきのように画面上を指
ではじく操作を「フリック」といいます。これは、テンキーキー
ボードでの文字入力（フリック入力）などに用います。また、
一部のゲームアプリでは、フリックの強弱を加減しながら遊
ぶものもあります。

画面に置いた指を任意の方向にすべらせる操作を「スワイ
プ」といい、たとえば写真の閲覧時に、表示する写真を切り
替えたいときなどに使います。なお、iPhoneのロック画面
などに「スライド」と表示されることがありますが、これもス
ワイプと同じ操作です。

スワイプで
写真を切り替え

画面上を指で軽くたたく「タップ」

画面を指ではじく「フリック」画面で指をすべらせる「スワイプ」

❶ 「タップ」でアプリを起動
画面上を指先で軽くたたくように1回だけ触れる操作を

「タップ」といいます。タップはiPhoneでもっともよく使う
操作で、主にアプリの起動、文字の入力、項目の選択といった
場面に用います。

アイコンをタップして起動

010

iPhoneの操作は、そのほとんどを画面に触れて行います。
タッチ操作にはさまざまな指の動かし方があります。

タッチ操作の種類を理解しよう
for 7 Plusfor 7

Chapter 1



ホームボタンをダブルタップで
「簡易アクセス」

　iPhone 7/7 Plusは画面サイズが大きいので、
片手で持って操作するとき、親指が画面の上部まで
届かず、操作しにくいという難点があります。そこ
でiPhoneのホームボタンをダブルタップする（ボ
タンを押し込まずに軽く2回触れる）と、画面が親
指側に引き寄せられるように下がり、そのまま操作
できます。これが「簡易アクセス」です。［設定］ー

［一般］ー［アクセシビリティ］にある［簡易アクセス］
をオンにしましょう。

画面から指を離さず、そのまま任意の方向に動かす操作を
「ドラッグ」といいます。ドラッグは、画面上のアイテムを引
きずって動かすときに用います。

ドラッグで左右に動かす

画面全体が下
がるので、片
手持ちの親指
でも操作しや
すくなる

ホームボタンを
ダブルタップ

同じところを触れ続ける「ロングタッチ」 指を置いたまま動かす「ドラッグ」

液晶画面を強く押す
「3D Touch」
iPhone 7/7 Plusは液晶画面を「強く押す」ことで操作する

「3D Touch」に対応しています。ロック画面を強く押して壁
紙の写真を動かすことができたり、アプリのアイコンを強く
押してメニューを表示して操作する「クイックアクション」が
利用できます。

ロック画面で液晶を長
押しすると写真が動き
だします

アイコンを長押しして
メニューから操作する
クイックアクション

POINT

画面上の一点を指で長く押さえ続ける操作を「ロングタッチ」
といいます。これは、たとえばWebページ上の文章から一
部を範囲選択するときなどに用います。

ロングタッチで
文字列を範囲選択
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試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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1 2
すぐに効くテクニックが満載!
MacBookを便利に使いこなせる
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の使い
方がキホンからわかる解説書です。macOS Sierra（シエ
ラ）をサポートしています。最新のMacBook Proに対応
しており、気になるTouch Barの使い方をしっかり掲載し
ました。さらにiCloudの仕組み、iPhoneとのデータやり取
り、写真や動画の管理、ビジネスでの活用法など、
MacBookをより便利に使いこなせる内容になっています。
MacBookを使いこなすのに最適な1冊です。

MacBook マスターブック 
macOS Sierra 対応版

マイナビ出版
松山茂・矢橋司（著者）
320 ページ
価格：1,922 円（PDF）

Mac

MacBookの特徴や、基本的な
使い方から解説。はじめてMacに
触れる方でも理解できる

Windows 10のトラブル解決＆
活用ワザが満載!
本書は、目的別に213個のワザでWindows 10の便利な
機能と新機能を解説。同OS最大の特徴である［スタート］
メニュー、［設定］画面、Microsoftアカウントの使い方が
よく分かります。通読すればWindows 10の機能が身に
付くこと間違いありません。「Microsoft Edge」「指紋認
証」「Cortana」「Windows Inkワークスペース」といった
新機能もしっかりフォロー。使っていて遭遇しがちなトラブ
ルも対応方法を紹介しています。

できるポケット 
Windows 10 困った！
＆便利技 213 改訂 2 版
インプレス
広野忠敏・できるシリーズ編集部（著者）
272ページ
価格：853 円（PDF）

Windows

初めてWindo
ws 10を使う方

、

Windows 10を
使い始めた方に

おすすめ!

各テクニックはお役立ち度で
ランク付け。目的や知りたい
ことからワザを探せる

Windowsから
Macに

移行したばかり
のユーザーが

戸惑う操作もし
っかりフォロー



ふだんの仕事で役に立つ
ショートカットキー280 個

Windows

正確さと速さを両立した
タイピングを身に付ける

Windows

Windows 10の基本 &応用 !
使いこなすための一冊

Windows

macOS Sierraを完全解説
416ページの大ボリューム

大画面&高性能カメラの
iPhone 7 Plusを徹底解説
スマートフォン・
タブレット

PowerShellを使いこなして
Windowsシステムを管理

Windows

できるポケット 
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典

仕事に便利な 280 個のショートカットキーを操作
方法とともに解説。利用頻度の「よく使う度」、
作業がどれくらい速くなるかの目安「短縮度」、実
践的な使い方を紹介する「組み合わせ」など、
役立つヒントが満載です。

インプレス　株式会社インサイトイメージ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）

208 ページ　価格：972 円（PDF）

キー入力がみるみる速くなる 
タイピング上達の法則

タッチタイピングの習得は、決して難しくありませ
ん。本書はよく使うキーから覚えていくため、無
理なく正確なキー入力が身に付きます。オリジナ
ルの文例で繰り返し練習すれば、メキメキと上達
を実感できるでしょう。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

96 ページ　価格：950 円（PDF）

Windows 10 使いこなしガイド　
Anniversary Update 対応

本書では、Windows 10 の基本操作からもっと
便利な Windows 10 の使いこなし方まで網羅。
ワンランク上の知識が身に付くコラムも満載です。
Windows 10 を使う際に覚えておきたい知識やテ
クニックを幅広く紹介しています。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

128 ページ　価格：953 円（PDF）

macOS Sierra
マスターブック

macOS Sierra の新機能、アップグレード機能
をはじめ、ほぼすべての機能を網羅した大ボリュー
ムの解説書です。新機能を含むほとんどの機能を、
画面写真とステップバイステップの解説でわかり
やすく説明しました。

マイナビ出版
小山香織（著者）

416 ページ　価格：2,138 円（PDF）

できるポケット 
ドコモの iPhone 7 Plus 
基本＆活用ワザ 100

通話やインターネットといった基本はもちろん、ド
コモメールの設定や電話帳の移行など、ドコモの
iPhone 7 Plus の使い方を丁寧に説明。さらに、
おすすめのアプリやまめ知識など、iPhone を楽
しむヒントが満載です。

インプレス　法林岳之・橋本保・清水理史・白根雅彦・
できるシリーズ編集部（著者）

288 ページ　価格：950 円（書籍）

Windows PowerShell
逆引きハンドブック

Microsoft が Windows 用に開発したコマンドラ
イン方式のシェルと、スクリプト実行環境である
Windows PowerShell の使い方を逆引き方式で
解説。ほぼすべてのコマンドを網羅し、最新のバー
ジョン5.0 に対応しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

736 ページ　価格：4,082 円（PDF）
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