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2あんしんスタート Windows 10

この冊子の中では、タッチとマウス（NX パッド）の
操作を次のアイコンで示します。

タッチでの操作 マウス（NX パッド）での操作

よく使うアプリをスタートメニューに登録（Windows 10 ではピン留め（→p.15）と
呼びます）しておくと使いやすくなります。

スタートメニューは、画面左下の　　（スタート）から、いつでも呼び出せます。
スタートメニューは、「スタート画面」ともいいます。

デスクトップ画面左下の     （スタート）を押すとスタートメニューが表示され、タイル
（四角いアイコン）を押せば、すぐにアプリを使い始められます。
タブレット モード（→p.5）では、はじめに「スタート画面」が表示されます。

     （スタート）：
スタートメニュー
を表示します

Cortana（コルタナ）を表示して、
検索などができます（→p.3）。

アクション センター
（→p.3）を起動します。

すべてのアプリ：
パソコンに入っているアプリ
がすべて表示されます

設定：
このパソコンの
設定はここから

メール：
電子メールはこのタイル
から（→p.11）

Microsoft Edge：
インターネットはこの
タイルから（→p.10）

LAVIE動画なび 2.0※：
Windows 10 やアプリの
使い方を動画で見られます

ストア：
このパソコンで使うアプリを購入できま
す。無料のアプリもたくさん！（→p.12）

デスクトップが
Windows 10 の入口です

※画面はイメージです。タイルの表示は、ご使用環境により、実際の画面と異なる場合があります。

タスク バー：
さまざまな操作をおこ
なうためのバーです

※一部機種を除きます。

デスクトップが Windows 10 の入口です
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3

アクション センター

Cortana（コルタナ）で検索する

あんしんスタート Windows 10 デスクトップが
Windows 10 の入口です

検索したい語句やファイル名などを
入力する

アクション センターは次の操作で
表示します

アクション センターのタイルを押して、
設定や切り換えができます。

アクション センターはよく使う機能を集めたメニューです。
よく使いますので、表示する方法とその機能をおぼえておきましょう。

タブレット モード：
タブレット モード（→p.5）のオンとオフを
切り換えます

すべての設定：
設定の画面を表示します

Bluetooth※：
Bluetooth のオンとオフを切り換えます

Wi-Fi※：
Wi-Fi のオンとオフを切り換えます

機内モード※：
機内モードのオンとオフを切り換えます

画面右からスワイプ

外から

タスク バーの       をクリックする

※一部機種では表示されません。

検索結果が表示されます

Cortana を使わない場合は、同じ手順で
「Web と Windows を検索」ができます。
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デスクトップが Windows 10 の入口です

4

Windows 10 をはじめる（電源の入れかたとロックの解除）

Windows 10 を終わる（電源の切りかた）

パソコンの　　（電源スイッチ）を押す

ロック画面をめくる（上にスワイプ、
またはクリック）

パスワードを入力して、 　　　キーを
押す

デスクトップ（→p.2）が表示されます。

「      （スタート）」をタップ（または
クリック）する

「シャットダウン」をタップ（または
クリック）する

上にスワイプ（→p.6）

クリック

あんしんスタート Windows 10

次回すぐに使いたい場合は「スリープ」を選びます。

「電源」をタップ（またはクリック）
する

デスクトップが
Windows 10 の入口です
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おしらせ

5

タブレット モードでは、Windows をより簡単で直感的なタッチ操作で利用できます。
タブレット モードでは、作業領域を広くするために、スタート画面とすべてのアプリが
全画面表示で開かれます。

あんしんスタート Windows 10 タブレット モードで使ってみましょう

「タブレット モード」をタップ
（またはクリック）する

アクション センターが表示されます。

タブレット モードに切り換える

　 タブレット モードをオフにするには
　  タブレット モードのときに、上記と同様の操作をします。
　  →アクション センターから 「タブレット モード」をタップ（またはクリック）

タスク バーの     をタップ（または
クリック）する

タブレット モードのスタート画面が表示され
ます。
開いているアプリを切り換えるにはタスク 
ビュー（→p.8）を使います。

「よく使うアプリ」や「設定」などが表示され
ます

LAVIE Tab Wでは、購入時の状態はタブレット モードです。

※画面はイメージです。タイルの表示は、ご使用環境により、実際の画面と異なる場合があります。

タブレット モードで使ってみましょう
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" アプリなどを選ぶ "
基本操作
" アプリなどを選ぶ "
基本操作

メニューなどの表示

タイルの選択
ヒントやショートカットメニューの表示
タイルの選択
ヒントやショートカットメニューの表示

" アプリなどを動かす "
基本操作

デスクトップでのアプリ起動、
コマンド実行など

地図やイラストなどの縮小／拡大

タッチしたまましばらく
指を動かさずに待つ

おしらせ

タッチパネルモデルでは、画面を直接さわってパソコンの操作ができます。

基本的なタッチ操作を
おぼえましょう6

● このページの操作は、タッチパネルモデルでのみ利用できます。
● このパソコンに入っている「LAVIE動画なび 2.0」では、タッチ操作を動画で確認できます※

　（→p.2）。

あんしんスタート Windows 10

トンッ

ジーッ…

タップ

トトンッ

すばやく２回たたく

ダブルタップスライド

長押し

シュッ

グイッギュッ

タッチしたまま"少し"動かす

スワイプ

2本の指で縮める／拡げる

１回たたく

タッチしたまま指を動かす

ピンチ／ストレッチ

スーッ " アプリなどを選ぶ "
基本操作

" アプリなどを動かす "
基本操作

デスクトップでのアプリ起動、
コマンド実行など

メニューなどの表示

タッチ操作の基本アクション

地図やイラストなどの縮小／拡大

2本の指で縮める／拡げる
タッチしたまましばらく
指を動かさずに待つ

※一部機種を除きます。

基本的なタッチ操作をおぼえましょう

Win10_162-121.indb   6 2016/02/24   13:28



7

アプリを使う

あんしんスタート Windows 10 基本的な画面操作を
おぼえましょう

※表示される画面はお使いのモデルやアプリによって異なります。

「アプリ コマンド」をタップ（またはクリック）すると、アプリ特有の操作が
できます。

「     」をタップ（またはクリック）すると、
アプリ コマンドや検索などの操作ができます。

閉じる全画面表示

アプリのオプションアプリのオプション

アプリ コマンドアプリ コマンド

基本的な画面操作をおぼえましょう
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開いているアプリを切り換えます

新しいデスクトップを作ります

仮想デスクトップを切り換えます

8

アプリを切り換える（タスク ビュー）

タスク ビューを使うと、開いているアプリをすばやく切り換えたり、複数の仮想
的なデスクトップを作成して切り換えながら作業できます。

基本的な画面操作を
おぼえましょうあんしんスタート Windows 10

タスク ビューを開く

タスク ビュー画面

画面左からスワイプ

外から タスク ビューは次の操作で表示します

仮想デスクトップごとにそのデスクトップで使うアプリを起動して、デスクトップを切り換えながら
作業することができます。

タスク バーの　　　をクリックする
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基本的な画面操作をおぼえましょう

おしらせ

タブレット モードのときは

9

ウィンドウ上部

アプリを並べて表示する

複数のアプリを、画面に並べて表示できます。これを「スナップする」といいます。
区切り線をスライド（またはドラッグ）すると、画面の分割位置を変えるなどの調整ができます。

複数の画面にするには、アプリのウィンドウ上部を目的の左右の隅、あるいは四隅の角の位置ま
でスライド（またはドラッグ）し、区切り線が表示されたら指を離します。

目的の位置までスライド
目的の位置までドラッグ

複数の画面にする

あんしんスタート Windows 10

スナップできるアプリの最大数は、ディスプレイのサイズと画面の解像度によって異なります。

基本的な画面操作を
おぼえましょう

アプリを終了する

区切り線

区切り線

指を離す

画面の上端から下端までスライド

ウィンドウ右上の「　　」または「　　」を
タップ（またはクリック）
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おしらせ

インターネット＆メールを
はじめましょう10

　 他の操作

　 戻る／進むには
　  →左／右の矢印をタップ（または
　　  クリック）

インターネット ブラウザ「Microsoft Edge（マイクロソフト エッジ）」、および「メール」は、
タッチパネルだけでなくマウス、キーボードの操作でも使いやすくできています。

あんしんスタート Windows 10

　 インターネットを検索する
　 には
　  →検索したい単語を入力することが

できます

　 Microsoft Edge を起動するには
　  →スタートメニュー（→p.2）から 「Microsoft Edge」タイルをタップ（またはクリック）

Microsoft Edge を使う

ページ内の検索
ページ内を検索します
印刷
表示される画面でプリンタを選んで

「印刷」します
このページをスタートにピン留め
する
サイトをスタート画面にピン留めします

このパソコンでは、Internet Explorer も利用できます。
「    」をタップ（またはクリック）し、「Internet Explorer で開く」をタップ（またはク
リック）することで、Internet Explorer に切り換えられます。

インターネット＆メールをはじめましょう
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おしらせ

11

このパソコンにはメールアプリ「Outlook 2016」も用意されています。※

　 URL の入力／画面のタブ／よくアクセスするサイトを表示するには

　 「メール」を起動するには
　  →スタートメニュー（→p.2）から「メール」をタップ（またはクリック）

タブ
タップ（またはクリック）すると、
タブを切り換えます
Web ノートの作成
Web ページにメモなどを書き込み、
保存したり共有することができます
ハブ
・お気に入り
・リーディング リスト
・履歴
・ダウンロード　などの表示
表示中のサイトをお気に入りまたは
リーディング リストに追加

返信

フォルダへの移動など

削除

新規作成

メールアカウントの追加
（「設定」→「アカウント」→「アカウントの
　追加」）

インターネット＆メールを
はじめましょうあんしんスタート Windows 10

メールを使う

　 終了するには
　  アプリを終了する（→p.9）

最新の情報に更新 URL
・URL を入力
・URL をタップ（またはクリック）すると、よくアクセスするサイトを表示

※一部機種を除きます。
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このアプリだけで！

いろいろなアプリを使ってみましょう12

パソコンにはいろいろなアプリが入っています。情報の収集や、家族や友人との情報の
シェアなど、生活や仕事を便利にするアプリや機能を使ってみましょう。
ここに一部をご紹介します。

「My Time Line」は、主要なサイトからさまざまなジャンルの情報を収集し、表示し
てくれるアプリ。天気予報も表示されます。
Webブラウザのお気に入りから情報を探したり、複数のサイトにアクセスしなくて
も、My Time Lineだけで、便利に情報収集できます。

あんしんスタート Windows 10

My Time Line（マイタイムライン）で便利に情報を収集する

アプリを探し、気に入ったらすぐにインストールできるオン
ラインストアです（アプリには有料／無料のものがあります）。

ストアからアプリを探して使う

詳しいニュースがさくさく読める！

注目度の高いニュースを
優先して表示！

興味を学習し、よく見るジャンルの記事を優先表示！

主要なサイトからさまざまな
ジャンルの情報を収集！

いろいろなアプリを使ってみましょう
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13

目的の場所や道順を調べたりできます。
また、航空写真を表示したり、パンや
ズームにより詳細を確認できます。

マップ

People（ピープル）
個人のつながりを管理するアプリ。大切
な人たちといつでも連絡を取り合えます。

カレンダー
仕事効率化アプリです。予定の共有がか
んたんにでき、登録した予定をロック画
面で見られるように設定すれば作業して
いないときでも通知を確認できます。

マネー

天気

現在のマーケット情報がわかります。
通貨や世界市場の情報も。

最新の天気予報をさまざまな角度から
確認できます。任意の場所の天気もわ
かります。

いろいろなアプリを使ってみましょうあんしんスタート Windows 10

Windows 10 のアプリを使う

重  要
● Microsoft アカウントについて

『セットアップマニュアル』のセットアップ手順で取得した Microsoft アカウントで
サインインしていれば、これらのアプリがすぐに利用できます。ローカル アカウント
では、起動時にアドレスやパスワードの入力を求められたり、機能が使えないなどの
制限があります。
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重  要

重  要

14あんしんスタート Windows 10

LAVIEアプリナビを活用する
LAVIEアプリナビは、目的や名前からアプリを探して起動したり、各アプリの情報を見ることが
できます。

ここからアプリを起動できます

目的からアプリを探すときはここを
クリックします

キーワードから知りたいことを探せます

アプリの名前が分かっているときはここを
クリックします

使い方の動画を見られます
（アプリによっては動画はありません）

LAVIEアシストを活用する
LAVIEアシストは、パソコンの使い方や困ったときの対処法を見ることができます。

パソコンの使い方が見られます

困ったときの対処法を調べます

すでにお持ちのアプリや、ご購入予定のアプリの Windows 10 対応状況については、
アプリをご購入された販売店またはアプリの製造元へご確認ください。詳しくは各ア
プリの取扱説明書などをご覧ください。

購入時の状態ではLAVIEアプリナビは追加されていません。「おすすめ設定」から追
加してください。詳しくは『セットアップマニュアル』の「LAVIEアプリナビを追加
する」をご覧ください。

いろいろなアプリを使ってみましょう
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15あんしんスタート Windows 10

いろいろなアプリを使ってみましょう

いろいろなアプリを使ってみましょう

よく使うアプリは、スタートメニューに「ピン留め」しておくと、すぐに使い始め
られます。（アプリによってピン留めできないものもあります）

①スタートメニュー（→p.2）から「すべてのアプリ」
　をタップ（またはクリック）
②ピン留めしたいアプリを長押しして指を離す
　（または右クリック）
③「スタート画面にピン留めする」をタップ
　（またはクリック）

スタートメニューに選んだアプリが追加されます。

アプリのタイルは自由に配置できます。

よく使うアプリをスタートメニューにピン留め（登録）する

よく使うアプリは、タスク バーに「ピン留め」しておくと、すぐに使い始められます。
（アプリによってピン留めできないものもあります）

①スタートメニュー（→p.2）から「すべてのアプリ」
　をタップ（またはクリック）
②ピン留めしたいアプリを長押しして指を離す
　（または右クリック）
③「その他」-「タスク バーにピン留めする」をタップ
　（またはクリック）

タスク バーに選んだアプリが追加されます。

よく使うアプリをタスク バーにピン留め（登録）する
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おしらせ

　　キーは「Windows キー」と呼びます。

ショートカットキー※はキーボードのキーの組み合わせでパソコンを操作する機能。
なれるとすばやくパソコンを操作できます。下の表でよく使うショートカットキー
をご紹介します。
※LAVIE Tab W のキーボードが添付されないモデルを除く。

アプリを終了する（閉じる）

本文中の内容は、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
Microsoft、Windows、Internet Explorer、Outlook は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Personal Computers, Ltd. 2016
NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

　本文中の表記　　　　

タスク ビューを表示

Cortana（コルタナ）を表示する※

画面左下にプログラムと機能などのショートカットメニューを表示

アクション センターを表示

仮想デスクトップの移動＋ /

エクスプローラーを表示

パソコンをロック（ロック画面（→p.4）になります）

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

ショートカットキー 機能（前のキーを押しながら後ろのキーを押したときのパソコンの動き）

◆このマニュアルで使用しているアプリ名などの正式名称について

　Windows 10           
　Outlook 2016        
　Internet Explorer   
　タスク バー         

　Windows 10 Home、Windows 10 Pro
　Microsoft Outlook 2016
　Windows® Internet Explorer® 11
　Windows® タスク バー

　正式名称

初版 2016 年 5 月
NEC
853-811190-105-A
Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX

このマニュアルは、再生紙を使用しています。

※Cortana（コルタナ）を使用しない設定のときは、「Web と Windows を検索」になります。

* 8 1 1 1 9 0 1 0 5 A *

ショートカットキーを活用しましょう
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