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Chromebook は、さまざまな作業をすばやく簡単にこなせる

新しいタイプのパソコンです。 Chrome OS を搭載し、クラウド ストレージや

便利なアプリ、多階層のセキュリティが搭載されています。

Google アカウントを使用してファイル、写真、音楽などに

シームレスにアクセス可能で、開いてすぐに使えます。

※1 自動更新にはインターネット接続が必要です。 ※2 一般的な Chromebook のバッテリー駆動時間は、フル充電で平均 8 時間です。  

数秒で起動し、セットアップはすぐに完了、
処理速度も低下しません。

自動更新※1により常に最新の状態に保たれ、
動作が遅くなることはありません。

安心の長時間駆動※2。充電器を持ち歩かなくても
さまざまな作業をこなせます。　

安全性を重視した設計。 6 週間ごとに
更新が行われ最新の保護機能が適用されます※1。

Chromebook があれば、
やり方が変わる、生活が変わる。

すばやく起動

常に高速

ウイルスにも安心

バッテリー長持ち

1 2画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



ハングアウト Meetドライブ

Chromebook があれば 

働きかたが変わる

無料で利用できる Google のドキュメント、

スプレッドシート、スライド などをつかえば、

新しい仕事の仕方ができて、働きかたが変わります。

ドキュメント

単なる文字入力ツールではありません
Google ドキュメントの編集ツールやスタイル設定ツールを使用すると、
テキストや段落の書式が簡単に設定できるので、ドキュメントの作成が
もっと楽しくなります。多数のフォントから選択したり、リンクや画像、図
形描画を追加したりできます。

スプレッドシート

便利なスプレッドシートを作成
Google スプレッドシートなら、カラフルなチャートやグラフでデータを
自在に表現できるほか、組み込みの数式、ピボット テーブル、条件付き書
式設定のオプションを使って、一般的なスプレッドシートの作業をスピー
ディにこなせます。

ファイルの保管、アクセス、
共有を1 つの安全な場所でまとめて行う

あらゆるファイルを保存でき、いつでもどこにいてもパソ
コンやモバイル端末からアクセスできます。ファイルの共
有方法も管理できます。

スライド

ポイントを押さえたプレゼンテーション
Google スライドでは、さまざまなプレゼンテーション用テーマ、多数の
フォント、埋め込み動画やアニメーションなどで、アイデアをわかりやすく
表現できます。

Microsoft® Word、Excel、PowerPoint を Chromebook で開いて編集するには

オフィス ファイルを
Chromebook で編集する

Chromebook で作成したファイルを
オフィス ファイルに変換する

ビジネスで使えるビデオ会議ツール

どこにいてもチームメンバーとコミュニケーションをと
れます。ビデオハングアウトへの参加手順は簡単。しかも
移動の費用をかけることなく、お互いの顔を見ながら話
し合うことができます。

【特典】
新しい Chromebook を購入すると、100 GB 
の保存容量とメンバーだけの特典が付いた 
Google One を 12 か月間ご利用になれます。

※ご利用期限 : 2020 年 1 月 31 日
※この Google One メンバーシップ特典について、詳しくはヘルプ
センターをご覧ください。

ドキュメント、スプレッドシート、スライドで作成、
編集したファイルは .docx .xlsx .pptx で

保存しなおすこともできます。

Chromebook では、新たにアプリをインストールしなくても、
オフィス ファイルを開いて編集し、保存できます。

隣の席にいない同僚とも、
まるで隣にいるようにチームワークで働けます。

3 4画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



OK Google

Chromebook があれば 

できることが変わる
Chromebook があれば 

使いかたが変わる

仕事用アプリ
Google Play ストアで入手可能な仕事効率
化アプリを使うと、さまざまな作業をよりすば
やく簡単に行えるようになります。

ゲームアプリ
Google Play ストアのおすすめゲームで腕
だめしをしてみませんか。

ファミリー向けアプリ
お気に入りのアプリを使って、映画を観
たり、ゲームをしたりすることができます。

デザイン用アプリ
創作活動にも、共有にも、インスピレー
ションを得るのにも、 Chromebook を
活用できます。

NETFLIX オリジナルシリーズ
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 NETFLIX で独占配信中

OK Google,  タイマーを 3 分に設定して。

OK Google,  卵をショッピングリストに追加して。

OK Google,  夕方にクリーニングのリマインダーを作成して。

OK Google,  今日の予定は？

いつでもどこでも同じ環境 仕事も写真も映画もブラウジングも、アカウントを
同期させればいつでも、どこでも同じ環境で操作できます※。

電車で観ていた映画の続きを
自宅の Chromebook でも

Chromebook、スマートフォン、タブ
レット間で Chrome のブックマーク、
開いているタブ、最近行った検索に関
する情報を同期して、すべてのデバイ
スで快適にウェブを利用できます。

Google フォトを使えば、スマートフォ
ンで撮影した画像を Chromebook で
いつでも見ることができます。煩わしい
データの移行作業は必要ありません。

外出先でもドキュメントが
簡単にチェックできる

Google ドライブに保存されたファイ
ルはスマートフォンでも Chromebook 
でも、クラウド上にあるので、どこから
でもアクセスすることができます。

Chromebook は Android アプリ対応
なので、アカウントを同期させれば、ス
マートフォンで観ていた映画の続きを 
Chromebook で観るなど、できるこ
との可能性が広がります。

スマートフォンで撮った写真が
大画面ですぐに見られる

お気に入りのウェブページが
どの端末でもすぐに見つかる

Android スマートフォンでおなじみの

Google Play ストアのアプリが対応※しているので、

できることの可能性が広がります。

Google アシスタントを搭載しているので、パソコンの新しい使いかたができます。

画面をタッチ操作できる Chromebook もあり、

まるでスマートフォンのようにも使えます。

※一部利用できない機能があります。詳しくは「OK Google,  何ができる?」と聞いてください。

オフィスではノートパソコン、新幹線ではゲーム機として、
家ではテレビのようにつかえます。

※インターネット接続が必要です。

※一部対応していないアプリがあります。

手のふさがっている料理中でも、
声にするだけで操作することができます。

5 6画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



もっと Google ドライブ を使いこなそう P.11 リビングで（Google フォト ほか） P.17 自分の部屋で（Chrome ほか）

職場で（Google ドライブ ほか） P.9 もっと Gmail を使いこなそう P.15 キッチンで（Google アシスタント ）

外出先で（Gmail ほか） P.13 もっと Google フォトを使いこなそう P.19 学校で（アプリ紹介 ほか）

職場で  ▶

1
外出先で  ▶

2

リビングで  ▶

3

自分の部屋で ▶

5

キッチンで  ▶

4

学校で  ▶

6

いつでも、どこでも、どんなシーンでも
かんたん・便利に使いこなすことができます。

Chromebook

シーン別活用例

P.23

P.21

P.25

7 8画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



Googleドライブ

Microsoft® 
PowerPoint

スライド

共有権限の付け方もかんたん。完成資料として配布するなら「閲覧
者」、共同で資料作りなら「編集者」といった使い方ができます。

遠く離れた場所にいても、同じタイミングで資料を編集できます。
編集工程はリアルタイムで表示されて、作業をした人の履歴を追う
事もできます。

複数人作業を
リアルタイムで表示

共有権限の
レベルを選べる

これまでと変わらず、
これまで以上の効率を

ビジネス書類の共同作業も思いのまま

この書類、
一緒に編集しよう

シーン別活用例

S C E N E

ビジネスに必須のMicrosoft® Word、Excel、PowerPointと互換性のある
Googleアプリを無料で使うことができるうえ、ファイル共有や共同作業も自由自在。
手直ししたい資料をみんなで共同作業すれば、確認を取りながら仕上げることが
できます。使い勝手は今までのパソコンと変わらず、それ以上の作業効率で活躍し
てくれます。

1

ココが
ポイント!

資料作りも、ファイルはクラウド上に保存されるので分担して同時作業ができ、時間の節約になります。

文書作成のドキュメント、表計算のスプレッドシート、プレゼンテーションのスライドは
それぞれ Microsoft® Word、Excel、PowerPointとの互換性があり、編集・保存ができます。
ドキュメント、スプレッドシート、スライドは Chromebookにあらかじめインストールされています。

Microsoft®
Excel

スプレッド
シート

Microsoft® 
Word

ドキュメント

■ ビジネス書類を開く、編集できる Googleアプリ

■ リアルタイムで同一ファイルを複数人で同時に編集

ユーザーを追加して共有する 共有されたユーザーが同時に編集

CHECK

G Suite でもっと便利に

G Suite は仕事に必要なツールすべてを 1 つのパッケージで利用でき、パソコン、スマートフォン、タブレットからシームレ
スに作業できるビジネス用に特化したクラウド型グループウェアです。

職場で  ▶

・独自ドメインのメールアドレス（ [ユーザー名 ] @ [会社名 ].com）を使用して
ビジネスメールを送信可能

・Basic エディションでは、1 ユーザーにつき 30 GB のオンライン ストレージを利用可能
・Business エディションまたは Enterprise エディションなら容量無制限

独自ドメインのメール
(@yourcompany.com) 

十分なストレージ容量

・電話やメールで Google サポートにご連絡いただければ、いつでも担当者がお手伝い24 時間 365 日体制の
サポート

14日間無料
お試しOK
詳しくはこちら

9 10画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
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新しい Chromebook をご購入いただくと、100GB の保
存容量とメンバーだけの特典が付いた Google One を
12ヵ月間無料でご利用いただけます。
※ご利用期限：2020年 1月31日
※このGoogle Oneメンバーシップ特典について、詳しくはヘルプセンター  
    をご覧ください。

フォト Gmailドライブ

「元の画質」で
保存されている
写真と動画

「マイドライブ」内の
大部分のファイル

（PDF、画像、動画など）

「ゴミ箱」内のファイル

メールと添付ファイル

［迷惑メール］フォルダや
［ゴミ箱］フォルダに
あるものも含みます

Google ドライブは

合計 15GBまで無料
さらに Chromebook購入者には

12ヵ月 100GB無料

シーン別活用例

もっと       Googleドライブ を使     いこなそうもっと      

あらかじめオフラインで使いたいファイルを選択します。        （その他の操作）をクリックし、「オフラインで使用可」を有効に
します。

全体の使用容量を確認でき、クリックすると各ファイルの使用容量確
認のページに移動します。

各ファイルの使用容量が確認できます。

オフラインで
使いたいファイルを

選択します
マークが
付きます

CHECK

Google ドライブ の保存容量が足りなくなったらどうなるの ?

元の画質で写真を保存していて
保存容量を使い切った場合は、
元画質の写真のアップロードが

できなくなります※。
※高画質（解像度は低くなる）でバックアップするか、

バックアップをオフにすることができます。

新しいファイル※の同期や
アップロードができなくなり、

パソコン上の Google ドライブ フォルダと
マイドライブの同期が停止します。

※Google ドキュメントは保存容量を使用しないため、
引き続き作成できます。

メールの送受信が
できなくなります。

GmailGoogleフォトGoogleドライブ

特典期間終了後の Google ドライブ 利用方法

追加容量を購入する 空き容量を増やす

12 ヵ月を過ぎると自動的に 有料のGoogle One へ移
行します。毎月の利用料は 100GB 250 円から※。特別な
手続きなしで保存容量をそのままご利用いただけます。

Google ドライブ、Gmail、Google フォトの不要なファ
イルを削除して空き容量を増やす（合計 15GB 未満の
状態にする）ことで、引き続きご利用いただけます。

または

「新規」をクリックします。 「ファイルのアップロード」をクリックします。 アップロードしたいファイルを選択した後、
「開く」をクリックします。　

ネットワークに接続していない状態でも、ファイルを表示したり、編集したりできます。

Google ドライブ にアップロードしているデータ使用容量の確認ができます。

パソコンに保存しているファイルやフォルダを Google ドライブ にアップロードすると共有ができます。

使用中の保存容量を確認しようPOINT 3

GoogleドライブにファイルやフォルダをアップロードしようPOINT 4

Googleドライブの保存容量を知ろうPOINT 1 オフラインでも利用できるように設定しておこうPOINT 2

1

2

※お得な年額プランもあります。

Google アカウントで利用できる保存容量を超えている場合、特典期間の終了後は、空き容量を増やすか、
Google One メンバーシップを購入されるまで新たにデータを保存できなくなります。

11 12画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



シーン別活用例

スキマ時間でメール整理をスマートに

サっと送って、
ハイ終了！

ココが
ポイント!

G m a i l の画面構成と主な機能

スケジュールを見ながらメールを書く 事前にメモで用件を確認しておく

■ メール作成時は関連アプリを表示させると便利です。

膨大な送受信メールは整理するだけでも一苦労。お目当てのメールを掘り返して探
すだけで半日終わることも。Gmail なら Googleの高度な検索機能や、フィルタ機
能などにより、メールの整理もラクラク。読みたかったメールをすぐ探し出せます。
キーボードにこだわった Chromebookを選べばメール作成もかんたん、仕事の
メールもプライベートのメールも素早くこなせます。

CHECK

ダウンロードした添付ファイルはどこへ ?

検索バー ジャンル別タブ

関連アプリ

メール一覧

新規メール作成

ラベル

カレンダー Keep ToDoリスト
ToDoリストにタスクを追加する

受信したメールの添付ファイル
をダウンロードすると、「ファイ
ル」の中のダウンロードフォル
ダに格納されます。
必要なものは Google ドライブ
に保存しておくと便利です。

日々のメールを楽しく、
ラクラクこなせる

S C E N E

2
外出先で  ▶

13 14画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



もっと      Gmail を使いこなそう

       （チェックボックス）をクリックした後、       （アーカイブ）をクリッ
クします。

「すべてのメール」をクリックするとアーカイブしたメールが確認できます。       （選択）の右の ▼ をクリックした後、「未読」をクリックします。        （既読にする）をクリックすると未読メールをすべて既読にできます。

受信メールを開いて        （その他）から「メー
ルの自動振り分け設定」をクリックします。

自動削除したいメールアドレスを確認して
「フィルタを作成」をクリックします。

「削除する」「一致するスレッドにもフィル
タを適用する」にチェックをいれて「フィル
タを作成」をクリックします。

      （設定）をクリックした後、「設定」をクリッ
クします。

「オフライン」をクリックした後、「オフライン
メールを有効にする」をクリックします。

同期設定を選択し「オフラインデータをパソ
コンに保存」にチェックを付けて「変更を保
存」をクリックします。

アーカイブしたいメールに
チェックをつける

「もっと見る」を
クリック

同期設定で保存期間を選択

メールを確認

2

1

1

1

1
2

2

2

2

2
3

1

1

2

2

1

1

もっと     

受信トレイにたくさんメールが溜まると、目当てのメールが探しづらくなります。
読み終えたらアーカイブ（保存）して受信トレイに残さない使い方がおすすめです。

ついつい溜まり過ぎてしまう読む必要のない未読メール。
重要な新着メールがその中に埋もれてしまわないよう、一括で既読にすることもできます。

頻繁に届くダイレクトメールや不要なメールマガジンなどがあれば
フィルタ機能でまとめて自動的に削除する設定にしておくと便利です。

設定しておけばオフライン（インターネット接続していない状態）でも Gmail の一部の機能を利用できます。
メールのコピーがパソコンに保存されるのでオフラインでもメールが閲覧できます。
同期期間内はオフラインメールを無効にするまでパソコンにメールが保存されるので、他の人とパソコンを共有している場合には注意が必要です。

既読メールはアーカイブに保存しようPOINT 1

不要なメールはフィルタを使って一括で削除しようPOINT 2

未読メールはまとめて既読にしようPOINT 3

オフラインでも Gmail を使える設定を覚えておこうPOINT 4

シーン別活用例

15 16画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



Chromecast

テントモード

※テントモードは一部利用できない機種もあります。

デジタルフォトフレームとしても使える

赤ちゃんの時の
写真が見たい !

ココが
ポイント! CHECK

■ Chromebook をデジタルフォトフレームに

■ 好きな写真を好きなだけ保存

Google フォトを起動して写真をクリックし
て表示します。

Chromebook は一定時間操作がない場合、自動でスリープ状態になります。 Chromebook をスリープ状態にならないようにするには ヘルプページから
「Chromebook がスリープ状態にならないようにする」と検索するか、 https://support.google.com/chromebook/answer/3420029をご覧ください。

       （その他）をクリックします。

Googleドライブの空
き容量までなら、写真
や動画を元の大きさの
まま、最高画質で保存
することができます。

最大 1600万画素の写
真、または 1080pの動
画に縮小・調整され、
容量無制限で保存で
きます。

「スライドショー」をクリックします。

Chromebook をテントモードにするとデジタルフォトフレームに早変わり。スマート
フォンやデジカメなどで撮り溜めた写真をみんなで共有して見ることができます。
あらかじめインストールされている写真管理アプリの Google フォトなら無料で大
容量の写真や動画を高画質で保存できて、今見たい写真をすぐに振り返られます。離
れて暮らす家族にも簡単に共有できるので、思い出をみんなで楽しめます。

Chromecast を使えば写真をテレビに出力できる

Google フォトで写真を開いて、　　をク
リックすると、フィルタの追加、写真の切
り抜きなどの加工を行えます。スマート
フォンでは操作しづらい細かな修正が、簡
単にできます。

写真の加工も
パソコンの大画面で
ラクラク

最大 1600万画素 までの写真サイズであれば、 Google フォト に保存できる容量に上限はありません。
撮った写真をすべて保存しておけば万が一パソコンが故障したときでも、写真データは消えずに済みます。

Google フォト に保存している写真をスライドショーとして再生すれば、
簡易的なデジタルフォトフレームになります。撮ったけど一度も見なかった写真にも出会えるはず。

Googleフォト

写真を 1人で見るにはパソコンの画面で充分でも、
家族全員で見るには少し物足りない。そんなときは 

Chromecast（別売）を使って、テレビに表示すると
家族みんなで楽しめます。
難しい設定や有線ケーブルは不要で、ワイヤレスで
パソコンとテレビをかんたんにつなげます。
※ HDMI端子付きテレビ、対応するモバイル端末が必要です。詳しくは
g.co./cast/reqをご覧ください。コンテンツによっては有料会員登録が必要です。

大画面出力なら
家族みんなで
楽しめる

写真の楽しさを
みんなと分かち合おう3
リビングで  ▶

シーン別活用例

S C E N E
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もっと       Googleフォトを使いこ  なそうもっと     

Google フォト には写真をかんたんに整理する機能が盛りだくさん。
アルバムを作成して写真をまとめておけば、後で見返す楽しみも増えます。

見たい写真の被写体名を検索バーに入力すると、
Google フォト が自動で判別してまとめて表示してくれます。

Google フォト を起動して、画面右上の「アップロード」をクリック
した後、アップロード元を選択します。

アップロードしたい写真を選んで「開く」をクリックします。 Google フォト から写真を開いて右上の        （共有）をクリックします。 送りたい相手のメールアドレスを直接入力するか、友だち候補から
選択して       （送信）をクリックします。

アップロードしたい写真を選択

アルバム名を入力します

アップロード元をどちらか選択

1

2

2

「作成」をクリックした後、「アルバム」をクリッ
クします。

アルバム名を入力して、「写真を追加」をク
リックします。

写真をクリックして選択し、「完了」をクリッ
クします。

2
2

1

1

1

1

2

1

メールアドレスの
入力または
友だちを選択

見たい写真の被写体名を入力
被写体名を追加することで
写真をさらに絞り込んでいけます

パソコンの中にある写真は定期的に Google フォト にアップロードしておくと便利。
万が一パソコンが故障したときでも、写真データが消えることはありません。

家族や友人に見せてあげたい写真やアルバムは共有してみんなで楽しもう。
Google フォト 内から直接メールでお届けできます。

検索バーに被写体名を入力します。

写真を Google フォト にアップロードしようPOINT 1 写真を家族や友人と共有しようPOINT 3

見たい写真を検索しようPOINT 4写真を整理しようPOINT 2

シーン別活用例

2
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リストは
スマートフォンでも
チェックできます

料理中のレシピ閲覧やタイマーもお任せ

OK Google,

パエリアの
レシピを見せて

毎日の生活で、気になったこと、思いついたこと、全部それ「 OK Google 」で調べよう。
雑学やクイズ、言葉遊びなどのリクエストにも応えてくれます。

■ 「  OK Google 」からはじまるハンズフリーライフ

バナナ 1本は何カロリー ? 日経平均は ?

イルカの鳴き声を教えて 忖度の定義を教えて

こんにちはをドイツ語でこれからは Chromebook をキッチンに持ち込んで、
料理しながら「 OK Google 」から音声で検索を。
「 1カップは何 cc ? 」「タイマーを 3分計って！」など便利なアシスタントとして
作業をお手伝いします。入力操作がないから誰でも気軽に使えて、料理以外にもそ
のとき必要なさまざまなリクエストに応えます。

今日の天気は ?

タイマーを 3 分計って 一番近いスーパーは ?卵をショッピングリストに入れて

今日の予定を教えて 最新ニュースを教えて

CHECK

「  OK Google,  何ができる ?」で聞いてみよう

ココが
ポイント!

Googleアシスタント 搭載だから知りたいこと、やりたいことをサポートしてくれます。
思いついたときに声をかけるだけで日常のちょっとしたことを解決してくれます。

手が離せないときは
呼びかけるだけ4
キッチンで  ▶

※インターネット接続が必要です。 ※一部利用できない機能があります。

シーン別活用例

S C E N E
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ネットサーフィンやゲームも大画面で

いろいろな
使い方ができて便利

      （新規タブ）をクリックすると新しいタブを
開くことができます。

タブを掴んで左右にドラッグすると並び替え
ができます。

別のタブでリンク先を開きたいときなどに便
利です。

ココが
ポイント!

スマートフォンでしていた操作を Chromebook の大画面ならもっと快適に。ネット
サーフィンをしながら複数のアプリを使いたいときも、タブで切り替えがらくらく
行えるほか、ゲームや動画をより迫力のある映像で視聴できます。
タブレットモードで使えば、家でのリラックスタイムに寝転びながらだって楽しめ
ます※。

画面表示に限界のあるスマートフォンではやりにくかったタブ操作も、
Chromebook ならマルチタブでインターネットを快適に閲覧できます。

■ マルチタブでネットサーフィンが快適

Google Play ストアから豊富なゲームアプリをダウンロードして楽しめます。
リラックスタイムにピッタリのゲームがきっと見つかるはず！

■ ゲームの楽しみ方も、いろいろ

新しいウィンドウで開く タブをまとめる 閉じたタブの復活

新しいタブを開く タブの並び替え タブの複製

タブを掴んで上下にドラッグすると新しい
ウィンドウを作成します。

タブを掴んで別ウィンドウ上に置くと、タブを
まとめることができます。

スマートフォンのようにタッ
チパネルを使って操作をして
もよいですが、使い慣れたマ
ウスを使うとゲームによって
はプレイ操作がラクになるこ
とも。

      （設定）から「履歴」を開き「最近閉じたタ
ブ」から選択します。

※一部の機種では利用できないアプリもあります。

タッチパッドだけじゃなく、
マウスを使っての操作も◎

Chrome

War Robots フィッシュダム

アスファルト 8:Airborne ROBLOX ガーデンスケイプ

ハースストーン

リラックスタイムにも
フィットするカタチ5
自分の部屋で  ▶

※フリップ対応の機種に限ります。

シーン別活用例

S C E N E
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CHECK

Googleドライブ

Googleフォーム

学びも遊びもスマートフォンよりワンランク上へ

スマホより、
効率いいね！

ココが
ポイント!

複数人でアイデアを集めたり、レポートをまとめたりするのにも 

Chromebook なら好きな場所、好きなタイミングで。

Chromebook なら、大学授業の課題制作で役立つアプリも幅広くラインナップされています。
数百万を超えるアプリの中から自分にぴったりのアプリを探そう。

■ 大学生活で役立つアプリが充実

■ ゼミ・研究室のチームレポート作りに大活躍

講義やレポートで必須のツール

スプレッドシート
実験やレポートに欠かせない
表計算アプリ。

スライド
課題提出やプレゼン資料作り
に最適。

Photoshop Express
高速で使いやすい標準機能を
持つフォトエディター。

Acrobat Reader
世界標準の無料 PDFリーダー
ツール。

ドキュメント
講義のまとめや資料制作に役
立つ文書作成ツール。

フォーム
かんたんなアンケートフォー
ムがすぐ作れる。

クリエイティブ系アプリも充実

Lightroom
直感的で使いやすい写真加
工・編集アプリ。

Illustrator Draw
描画レイヤーを使用してアー
トワークを作成できる。

課題のテーマが決まらないなら、
フォームでみんなの意見を聞いて
みよう。回収した回答を自動で集
計・解析もできます。

みんなの意見を
集約する

誰が編集したか一目瞭然
講義の内容をまとめたり、ゼミのプレゼン資料を作ったりするときは Googleアプリを
使って効率的に。友だちと行った旅行の写真はGoogle Play ストアでダウンロードし
たアプリで加工修正。スマートフォンよりも効率的にこの 1台でサクサク行えます。
面倒な設定なしですぐに使い始められて、幅広いラインナップ。はじめてマイパソ
コンを持つ方にもぴったりの 1台です。

チームレポートを大勢で編集作業しても、誰が
どこを修正したかがわかるようにマーキング
されます。

アンケート
フォームが
すぐ作れる

これ一台で
大学生活も乗り切れる6
学校で  ▶

シーン別活用例

S C E N E

※一部の機種では利用できないアプリもあります。
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初期設定をしよう P.31 キーボードの使い方 P.37 アプリをダウンロードしてみよう P.45

各部位の名称と機能 P.29 タッチパッドの使い方 P.35 使いやすい設定に変更しよう P.41 よくあるご質問（Q&A） P.49

起動の仕方を覚えよう P.33 オフライン設定をしよう P.40 複数のアカウントを切り替えて使おう P.47

初期設定をして、
基本となる操作を覚えよう。

Chromebook

基本操作マニュアル

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。27 28



CHECK

各部位の名称と機能

2

1

1

5
6

7

3

4

8

9

10

USB3.1(Type-C/Gen1)1

USB3.0と USB3.1の規格のコネクタを接続できます。

カードリーダー2

microSDXCメモリーカード、 microSDHCメモリー
カード、 microSDメモリーカードを読み取るのに使用
します。

Webカメラ3

92 万画素のカメラを内蔵。ビデオチャットや写真撮
影時に利用します。

USB3.0(Type-A)5

USB3.0の Type-A 規格のコネクタを接続できます。

マイクロホン／ヘッドホン・
コンボジャック

6

スピーカーやイヤホン、ヘッドホンなどの接続が行
えます。

ボリュームボタン7

＋と－のボタンがあり、音量を調整できます。

電源ボタン8

長押しすると電源を切ったり、ロックしたりすることが
できます。

キーボード9

暗い場所でも快適に入力できるようイルミネートキー
ボードを採用しています。

タッチパッド10

指を使って、クリックやポインタの移動といった操作
ができます。

ディスプレイ4

14.0型ワイド ／フル HD TFTカラー液晶（1,920×
1,080ドット）でタッチパネルを搭載。タッチパッドを使
わなくても直感的に操作ができます。

※機種によってはタッチパネル非対応のものもあります。

※画像のキーボードは US 仕様です。

ディスクでしていたことをすべてクラウド上で

Chromebookには CDや DVDなどを読み取る機能は付いていません。
アプリケーションやファイルなどはクラウド上で管理されているので、ディスク不要でご利用いただけます。

下記は ASUS Chromebook Flip C434TAの場合。仕様はメーカーや製品によって異なります。

Chromebookの名称とそれぞれの機能を覚えましょう。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

基本操作マニュアル
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CHECK

P.31の手順　　で紹介した「 Googleアカウントを作成」をクリック
し、必要事項を入力します。
※他の人がすでにご利用中のアカウントはご使用いただけません。

利用規約を確認のうえ、「同意」をクリックすれば、アカウントを取
得できます。

初期設定をしよう

■ 設定手順 初期設定がうまくできないときは？

Googleアカウントを作成するには

ホームページでも設定の方法をご紹介しています。こちらもご確認ください。
Chromebookヘルプ（https://support.google.com/chromebook/answer/1047362）

P.31の手順　　で接続したいWi-Fiが表示されない場合
は、「ネットワークへの接続」から「他のWi-Fiネットワーク」
を選択し、「 Wi-Fiネットワークへの接続」ウィンドウに表示
される項目を入力のうえ「接続」をクリックしてください。

Google の 2 段階認証を設定している場合は、登録のアカウントでログインすると、
スマートフォンに Google からのメッセージや テキストメッセージ（SMS）等が送られます。

スマートフォンで「はい」
をタップするとログイン
することができます。

受け取った 6 桁のコードを入力するとログインする
ことができます。

Wi-Fiに接続できない 2段階認証を求められる

Google から
のメッセージ

テキストメッセージ
（SMS）または音声通話

Wi-Fiに接続されると「 Google Chrome OS利用規約」が表示さ
れるので内容を確認のうえ、「同意して続行」をクリックします。

電源を入れる

利用規約に同意

「ネットワークへの接続」から使用するWi-Fiを選択し、 Wi-Fiのパ
スワードを入力して「接続」をクリックします。

「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインします。 Google
アカウントがない場合は、その他の設定からアカウントを作成します。
詳しくは P.32の手順をご確認ください。

ネットワークに接続

Googleアカウントにログイン

1 2

2

3 4

4

下記の手順でWi-FiとGoogleアカウントを設定しましょう。

フタを開けるだけで起動します。画面が表示されたら左下の表示
を「日本語」または他の言語にします。

SSID はWi-Fiネットワーク名、
ネットワーク識別子などとも呼ばれます

文字を確認しながら
入力したい場合はここをクリック

または

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

利用規約が表示されるので内容を確認のうえ、「もっと見る」＞「同意
する」をクリックします。早速 Chromebookを使ってみましょう。

Google Play の利用規約に同意

6

「ログインしました」と表示されるので
「同意して続行」をクリックします。

ログイン完了

5

基本操作マニュアル
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CHECK CHECK

起動の仕方を覚えよう

少し席を外すときは、「ロック」で情報を守る！ 2 つのアプリを同時に使いたいときは、2 画面表示が便利

電源を入れる／ログインする

電源を切る／ログアウトする

使用したいアプリをクリックして起動します。別のアプリを使う場合
も同じ手順で起動できます。

画面左下のランチャーをクリックし、「　　」からすべてのアプリを
表示させます。
※画面の名称について詳しくは P.41 へ

アプリを起動する

アプリを終了する

起動中のアイコンを右クリックし、「閉じる」から終了します。画面の右上にある「　　 」ボタンをクリックして終了します。

or

ロックは、復帰時に毎回パスワードの入力を求められるので一時的に離席
するときなど、大切なデータを守るためにおすすめです。

離れるときは キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しします。

戻ったときは Googleアカウントのパスワードを入力すると元の画面から作業
できます。

2つのサイトを同時に見たい、アプリを 2つ同時に表示させたいときは、
以下の方法で画面を分割できます。

表示する 2つのウィンドウのうち一方のウィンドウで、         または         のボタンを押し
続けます。

左矢印　　 または右矢印　　 の方向にドラッグします。

もう一方のウィンドウでも同じように、「     」の手順と左右逆の方向にドラッグすると
分割できます。

1

2

1

2

23

初回ログイン以降はパスワードのみ入力を求められるので、入力し
「Enter（エンター）」キーを押します。
※キーボードについて詳しくは P.37 へ

フタを開けても起動しない場合は本体の左側部にある「　    」ボタン
を押します。
※初回のログイン方法について詳しくは P.31へ

キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しして、左下の「終了」
「ログアウト」の、いずれかをクリックします。

本体の左側部の「　    」ボタンを長押しします。

左矢印　　 または右矢印　　 の方向にドラッグします。左矢印　　 または右矢印　　 の方向にドラッグします。

or

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

基本操作マニュアル

33 34



タッチパッドの使い方
タッチパッドの基本的な操作方法を覚えましょう。

画面上に矢印で表示されるマウスポインタ（マウスカーソル）
はタッチパッドの上で指を動かすことで移動できます。

ポインタを動かす

タッチパッドで 2本の指を動かすとスクロールができます。上下
すれば縦スクロール、左右させれば横スクロールとなります。

スクロール

タッチパッドを指で押し込むかタップするとクリックができます。
2回連続ですると、ダブルクリックとなります。

クリック

移動させたいものにポインタを合わせ、1本指で押し込みます。
その状態のままタッチパッドでもう 1本の別の指を動かしドラッ
グした後、指を離します。

ドラッグ &ドロップ

タッチパッドに指を 2 本置き、拡大したい場所で指を離してい
くと拡大（ピンチアウト）できます。反対につまむように指を近
づけると縮小（ピンチイン）できます。

画面の拡大／縮小

2 本の指でタッチパッドを押し込むと右クリックができます。
「Alt」キーを押したまま指 1本で押し込んでも同様に右クリック
ができます。

右クリック

履歴の前のページに戻るには、2 本の指で左にスワイプしま
す。履歴の次のページに移動するには、2 本の指で右にスワイ
プします。

ページ間を移動する

ブラウザで複数のタブを開いている場合は、3 本の指をタッチ
パッドに置いたまま左右に滑らせてスワイプすると切り替える
ことができます。

タブを切り替える

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

基本操作マニュアル
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キーボードの使い方

13

14

15

16

17

18

16

19 20 21 22 20 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■ 特殊キーの名称と機能

プログラムを中断したり、実行中の作業を取り消すなど
処理をキャンセルするときに使います。

1［E S C（エスケープ）］キー（　）

ブラウザで 1つ前に閲覧したページを表示します。2［バック］キー（　）

ブラウザで 1つ後に閲覧したページを表示します。3［フォワード］キー（　）

現在のページを更新します。4［リロード］キー（　）

フルスクリーン没入モード（タブとランチャー等が非表示のモード）に
切り替えます。

5［フルスクリーン］キー（　）

概要モード（すべてのウィンドウを表示するモード）に切り替えます。6［スイッチウィンドウ］キー（　）

画面の明るさを下げます。7［ブライトダウン］キー（　）

画面の明るさを上げます。8［ブライトアップ］キー（　）

消音します。9［ミュート］キー（　）

音量を下げます。10［ボリュームダウン］キー（　）

音量を上げます。11［ボリュームアップ］キー（　）

長押しで画面をロックします。12［ロック］キー（　）

文字入力をかな↔英数に切り替えます。13［かな／英数］キー（　）

14［タブ］キー（　） 項目間や入力エリアの移動をするときに使います。

他のキーと組み合わせて使います。
詳しくはショートカットキー（P.39）を参照してください。

16［S h i ft（シフト）］キー（　）

カーソルの 1つ前（左）の一文字を削除します。17［バックスペース］キー（　）

変換中の文字を確定するときや選択項目を決定するときに使います。18［Ente r（エンター）］キー（　）

他のキーと組み合わせて使います。
詳しくはショートカットキー（P.39）を参照してください。

19［Ct r l（コントロール）］キー（　）

Ctrlキー同様、他のキーと組み合わせて使います。
詳しくはショートカットキー（P.39）を参照してください。

20［A l t（オルト）］キー（　）

英数字入力に切り替えます。21［英数］キー（　）

日本語入力に切り替えます。22［かな］キー（　）

15［検索］キー（　）
アプリとウェブを検索する。Caps Lockをオンまたはオフにするには、Alt +検索
キーを押します。

特殊キーやショートカットキーの機能と操作方法を覚えましょう。

下記は ASUS Chromebook Flip C434TAの場合。仕様はメーカーや製品によって異なります。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

基本操作マニュアル
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■ ショートカットキー

スクリーンショットを撮影する

画面の一部のスクリーンショットを撮影する

スクリーンショットを撮影する（タブレットの場合）

Google アシスタントを起動する

Caps Lock をオンまたはオフにする

画面をロックする

Google アカウントからログアウトする

すべてのキーボード ショートカットを表示する

新しいウィンドウを開く

新しいウィンドウをシークレット モードで開く

新しいタブを開く

ブラウザ内でファイルを開く

現在のタブを閉じる

現在のウィンドウを閉じる

最後に閉じたタブまたはウィンドウを開く

ブラウザで 1  つ前に閲覧したページに移動する

ブラウザで 1  つ後に閲覧したページに移動する

新しいタブでリンクを開き、新しいタブに切り替える

新しいウィンドウでリンクを開く

ページの一番上に移動する

ページの一番下に移動する

現在のページを印刷する

現在のページを保存する

現在のページを再読み込みする

ページを拡大表示する

ページを縮小表示する

拡大縮小をリセットする

現在のウェブページをブックマークとして保存する

現在のページ内を検索する

Google 検索を使用する

ダウンロード ページを開く

ページ上のすべてを選択する

選択した内容をクリップボードにコピーする

クリップボードの内容を貼り付ける

クリップボードの内容をプレーン テキストとして貼り付ける

切り取り

前の操作を元に戻す

前の操作をやり直す

前回使用していたキーボード言語に切り替える

設定したキーボード言語を切り替える

右クリックをする

デリートをする（カーソルの 1 つ後（右）の一文字を削除）

Ctrl +  　　　

Shift + Ctrl + 　　　  を押し、クリック＆ドラッグで範囲を指定

電源ボタン + 音量小ボタンを押す

　　   + A  

　　   + Alt

　　   + L  　または　　　     を長押し

Shift + Ctrl + Q（2 回）

Ctrl + Alt + /

Ctrl + N

Shift + Ctrl + N

Ctrl + T

Ctrl + O

Ctrl + W

Shift + Ctrl + W

Shift + Ctrl + T

Alt +

Alt +    

Shift + Ctrl  キーを押しながらリンクをクリック

Shift  キーを押しながらリンクをクリック

Ctrl + Alt +

Ctrl + Alt +    

Ctrl + P

Ctrl + S

Ctrl + R

Ctrl  を押しながら +  キーを押す

Ctrl  を押しながら -  キーを押す

Ctrl + 0

Ctrl + D

Ctrl + F

Ctrl + K　または　Ctrl + E

Ctrl + J

Ctrl + A

Ctrl + C

Ctrl + V

Shift + Ctrl + V

Ctrl + X

Ctrl + Z

Shift + Ctrl + Z

Ctrl + Space

Shift + Ctrl + Space

Alt キーを押しながらクリック

Alt + Backspace

　　   

　　   

　　   

 　　　

 　または　　　     を長押し

　　　

オフライン設定をしよう

できること 使用アプリ（機能） 説明

メールを確認する

インターネットに接続していなくても、mail.google.com に移動して 
Gmail メッセージの閲覧、返信、検索を行うことができます。
オフラインでメールを送信すると、メールは新しい [送信トレイ ] に移動し、　
オンラインに戻るとすぐに送信されます。
※オフラインの設定方法について詳しくは P.16へ

Gmail

映画やテレビを視聴する Google Playムービーで映画などを購入し、ダウンロードしておけばインター
ネットに接続していない時にも視聴いただけます。

Google Playムービー

音楽を聴く 購入した楽曲などをGoogle Playミュージックにアップロードしておけば
Chromebook に搭載されているメディア プレーヤーで再生できます。

Google Play ミュージック

ゲームをプレイする オフライン対応ゲームを、Google Play ストアでインストールしておけばいつ
でも好きな時に楽しむことができます。

各種アプリ

メモを作成する メモを取ったり、メモを読んだり編集ができます。オフラインで行った変更は、次
回オンラインに接続した時に Google Keep に表示されます。

Google Keep

ドキュメントの表示、作成、編集 Google ドライブ内のファイルはオフラインでアクセス・編集可能。変更内容は
自動でローカルに保存され、ネット接続時に自動的に変更内容を同期します。

 Google ドライブ

写真の表示と編集 Chromebook に搭載されているフォトエディタから撮影した写真を確認した
り、加工などの編集を行うことができます。

フォトエディタ

ウェブページの閲覧 ページを右クリックして [名前を付けて保存 ] で、 MHTML／ HTML ファイル
形式で保存しておくとオフラインで閲覧できます。

 Chrome

事前に設定をしてオフラインで使ってみよう。

定
番
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト

タ
ブ
と
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ン
ド
ウ

ペ
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と
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ
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テ
キ
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編
集

Chromebookはインターネット接続をした状態での利用を前提としているため、
オフライン利用の際には事前の設定が必要です。

オフラインで使えるマークが付きます。ドキュメントファイルを開いて「ファイル」から「オフラインで使用可能
にする」をクリックします。

Googleドキュメントの場合

※一部のオフラインアプリとサービスは、シークレットモードやゲストモードでは使用できません。
※仕事用または学校用のアカウントで Gmail を使用している場合でオフライン Gmail の設定を変更するには、管理者に相談してください。

※オフライン設定の仕方について詳しくは support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=ja をご覧ください。

■ 設定手順（例）

   

   

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
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CHECK CHECK

使いやすい設定に変更しよう
自分の使いやすいようにカスタマイズしてみよう。

1

移動させたいアプリを長押しして、移動先にドラッグすると並びが替
えられます。

ランチャーの「　　」をクリックしてすべてのアプリを表示させます。

ランチャーのアプリを並び替えるCustom 1

アプリごとにチェックボックスがあるので、通知を受け取らないアプ
リはチェックを外します。

ステータストレイを開いてアイコン下の「通知」をクリックします。

アプリの通知を設定するCustom 2

まずは名称と機能を確認しましょう。

ランチャー
アプリの一覧表示、各種検索ができます。
すべてのアプリを表示するには「　　」を
クリックします。

デスクトップ
右クリックすることで、シェルフや壁紙の設定ができます。

ウィンドウ
複数のウィンドウを分割、整理することができます。（詳細はP.34）

シェルフ
お気に入りアプリや起動中のアプリが表
示されます。ウェブページをブックマーク
することも可能です。

ステータストレイ
入力方法の切り替えや、ネットワークの
設定、バッテリー状態の確認、ログアウト
などができます。

シェルフをお好みの位置に変えれば、より使いやすく

初期設定では画面下に表示されますが、画面の左右に配置することも可能で
す。位置を変更するには、デスクトップを右クリックして「シェルフの位置」から
左／下／右を選びます。なお、画面の上に配置することはできません。

「設定」を開かなくてもステータストレイで様々な設定が行えます

通知設定の他にもWi-Fiや Bluetooth の接続、音
量、画面の明るさなどがステータストレイから変更で
きます。
「ランチャー」→「設定」→各設定の操作なしで簡単に
設定できるので便利です。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

基本操作マニュアル
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使いやすい設定に変更しよう 2

「フォントサイズ」から文字の大きさを 5段階で変更できる他、カスタ
マイズも可能です。

「設定」＞左端の「デザイン」をクリックします。

フォントサイズを変えるCustom 6

「入力方法」からキーボードの英数入力／日本語入力が選べます。「設定」＞左端の「詳細設定」から「言語と入力」をクリックします。

入力方法を設定するCustom 7

「予測サービスを使用して、アドレスバーまたはアプリ ランチャーの検索
ボックスに入力した検索キーワードや URLを補完する」をオンにします。

「設定」＞左端の「プライバシーとセキュリティ」をクリックします。

予測機能を設定するCustom 8

「タッチパッド」のつまみを調整して速度を変更できます。「設定」＞左端の「デバイス」から「タッチパッド」をクリックします。

タッチパッドの速度を変えるCustom 3

プリインストールされた壁紙の他、「自分の画像」からお好きな壁紙
を設定できます。

「設定」＞左端の「デザイン」から「壁紙」をクリックします。

壁紙を設定するCustom 4

「内蔵ディスプレイ」の項目からディスプレイサイズを変更できます。「設定」＞左端の「デバイス」から「ディスプレイ」をクリックします。

ディスプレイサイズを変えるCustom 5

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
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CHECK

アプリをダウンロードしてみよう

■ ダウンロード手順

上部の検索窓にアプリ名を入力したり、テーマからカテゴリを絞って
アプリを検索できます。

NETFLIX オリジナルシリーズ
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」 NETFLIX で独占配信中

ダウンロードしたアプリをスマートフォンでも！

Google Playストアでダウンロードした Androidアプリは、アカウントを同期させればお手持ちのスマートフォンでも
利用できます。場所や用途に合わせて端末を使い分ければより便利に、より快適にアプリが楽しめます。

スマートフォン

やり残した書類を
移動中にスマートフォンで編集
簡単な編集はパソコンを開くよりスマートフォンで手軽に
ササッと手直し。電車の移動時間を利用して効率的に。

case 1

家に着いたら
ゲームの続きは大画面で
大好きなゲームは大画面でやると迫力も倍増。家では
Chromebookに切り替えてプレイ続行。

case 2

ダウンロードしたアプリをスマートフォンでも！

Google Playストアでダウンロードした Androidアプリは、アカウントを同期させればお手持ちのスマートフォンでも

Chromebook

ランチャーから「　　」をクリックしてすべてのアプリを表示させ、
「 Playストア」をクリックします。

1 2

インストールが完了すると、アプリアイコンが表示されます。インス
トール後すぐにアプリを利用できます。

インストールボタンをクリックします。必要とされる権限の付与など
については確認のうえ「追加」をクリックします。

43

Google Playストアから
好きなアプリをダウンロードしてみよう。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
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例えばこんなことができます。

複数のアカウントを切り替えて使　おう

ファミリー リンクを使い、Chromebook に利用時間の上限やおやすみ時間を設定することで、お
子様の使いすぎを管理できます。アクティビティ レポートでは、個々のアプリの利用時間も確認で
きます。

下部の [ユーザーを追加 ] を
クリックします。

Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して
 [次へ ] をクリックします。

Google Playアプリとサービスについての規約を確認のうえ
「もっと見る」＞「同意する」をクリックします。

画面に表示される手順に従って
進めれば完了です。

■ 登録手順

お子様の
利用状況を確認。

デバイスを
ロック。

お子様がよく使っているアプリはど
れでしょうか？アクティビティ レ
ポートでは個々のアプリの利用時
間を確認できるため、特定のアプリ
を使いすぎないよう、お子様にアド
バイスできます。

外に遊びに行く時間、食事の時間、
家族で過ごす時間など、デバイスを
使用しない時間には、デバイスをリ
モートでロックすることができます。

アプリを
管理。

便利な通知機能により、お子様が 
Google Play ストアからアプリを
ダウンロードしようとすると保護者
に通知が届き、そのアプリを許可し
たりブロックしたりできます。お子
様のデバイスで特定のアプリを操
作できないようにしたりすることも
できます。

利用時間設定を
管理。

お子様の利用時間をどの程度に制
限するのかは、保護者の方がご判断
ください。ファミリー リンクを使うと、
デバイスに利用時間の上限やおやす
み時間を設定できるので、お子様が
デバイスを使いすぎないよう管理で
きます。

1 2

Google アカウントのパスワードを入力して
 [次へ ] をクリックします。

「ログインしました」と表示されるので
「同意して続行」をクリックします。

3 4

5 6

お使いの Chromebook に複数のユーザーが各自の Googleアカ
ウントを使ってログインできるように設定することができます。1 台を
家族で共有したり、一人で仕事用・プライベート用などアカウントを
切り替えて使いたいときにおすすめです。

■ お子様の利用もファミリー リンクで安心

ファミリー リンクについて
詳しくはこちら

※ 一部のアプリ（バックグラウンドで動作する音楽プレーヤーやメッセージ アプリなど）のアクティビティ
　は、週ごとや月ごとのアクティビティ レポートに完全には反映されない場合があります。
※一部の端末はファミリー リンクに対応していません。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
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※ Chromebook をリセットした後、最初のログインに使用したアカウントが所有者アカウントになります。※リセットの前には、Google ドライブにファ
イルをバックアップしておいてください。初期状態へのリセットを行っても、Google ドライブや外部ストレージ デバイスのファイルが削除されることはあ
りません。

以下の場合に問題が発生する場合があります。
・一度に読み込む連絡先の数が 3,000 件を超えている。連絡先の数が 3,000 件を超える場合は、複数の CSV ファイルに分割してから読み込んでください。
・連絡先の総数が上限の 25,000 件に達している。
・連絡先の形式が、Google コンタクトで利用できる形式ではない。連絡先が vCard ファイルまたは CSV ファイルとして保存されていることをご確認ください。

よくあるご質問（Q & A）

Google ドライブ にファイルやフォルダをアップロードする方法

[バックアップと同期 ]をインストールして写真や動画を Google フォト にバックアップする方法

※写真や動画をパソコンから削除しても、Google フォトには残ります。※写真や動画を Google フォトから削除しても、Google ドライブやパソコンからは削
除されません。※次に該当するファイルはバックアップされません。サイズが 75 MB または 100 MP を超える写真。サイズが 10 GB を超える動画。256 x 256 
より小さいファイル。※［バックアップ可能なファイル］写真 : .jpg、.png、.webp、一部の RAW ファイル。Live Photos（iPhone や iPad で Google フォト アプリ
を使用している場合）。動画 : .mpg、.mod、.mmv、.tod、.wmv、.asf、.avi、.divx、.mov、.m4v、.3gp、.3g2、.mp4、.m2t、.m2ts、.mts、.mkv ファイル。

A

元のデバイスで [バックアップと同期 ]をダウンロードしてインストールします。（https://photos.google.com/apps）

Google フォトで使用する Google アカウントにログインします。

写真や動画のみをバックアップするか、すべてのファイルをバックアップするかを選択します。

バックアップするフォルダを選択します。

[写真と動画のアップロード サイズ ] でアップロード サイズを選択します。

[開始 ] をクリックします。

1

2

3

4

5

6

Google Play Music Manager で Google Play Musicに音楽を追加する方法

※Chrome をお使いの場合は、 Music Manager ではなく、 Chrome 版 Google Play Music で音楽をアップロードしてください。

元のデバイスで Music Manager のダウンロード ページ
(https://play.google.com/music/listen?u=0#/manager)

を開きます。

[Music Manager のダウンロード ] をクリックします。

手順に従って、インストールします。

1

2

3

［  Music Manager をダウンロードしてインストールする ］

[アプリケーション ] フォルダ（Mac）またはスタートメ
ニュー（Windows）から Music Manager を起動します。

Google アカウントにログインします。

音楽コレクションの場所を選択します。

画面に表示される手順に従って、設定を行います。

1

2

3

4

［  Music Manager を設定する ］

パソコンで drive.google.com を開きます。

左上の [新規 ]  [ファイルのアップロード ] 

をクリックします。

アップロードするファイルを選択します。

※Google ドライブ にファイルをアップロードすると、その Google ドライブのアカウントに割り当てられた容量が使用されます。他のユーザーが所有するフォ
ルダをアップロードした場合でもその容量が使用されます。※1 つのアカウントにつき、1 日に最大 750 GB までアップロードできます。

1

2

3

［  移行手順  ］

ブラウザ上で連絡先を開きます。

左側の [インポート ] をクリックします。

[ファイルを選択 ] をクリックします。

ファイルを選択します。

[インポート ] をクリックします。

1

2

3

4

5

Chromebook からログアウトします。

Ctrl+Alt+Shift+R キーを長押しします。

[再起動 ] を選択します。

表示されるボックスで [Powerwash]  [次へ ] を選択します。

表示される手順に沿って、お使いの Google アカウントでログインします。

1

2

3

4

5

［  移行手順  ］

［  移行できるファイルの種類  ］

◯ドキュメント

◯画像

◯音声

◯動画

データの移行はどうすればいいの？

Google ドライブ にデータをアップロードすればデータを移行できます。
音楽は  Google Play Music、写真は  Google フォト でも移行できます。

Q 連絡先が移行できない場合は？
元のデバイスから連絡先を vCard ファイルまたは  CSV ファイルに書き出して
連絡先にインポートすることが可能です。

Q
A

Chromebook を初期化するには？

ショートカットキーを使ってリセットすることができます。

Q
A

その他 Chromebook についてわからないことがあった場
合には https://support.google.com/chromebook/

#topic=3399709 から知りたい内容を検索するか、各
メーカーのホームページをご確認ください。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

写  真

音  楽

ファイル

基本操作マニュアル
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