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第 1 章  
インストールを始める前に
このたびは FileMaker® ソフトウェアをお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。FileMaker Pro は、iPad、iPhone、Windows、Mac、
および Web でシームレスに機能するソリューションをすばやく作成す
ることができます。

このガイドについて
この『インストールおよび新機能ガイド』では、FileMaker Pro 15 ま 
たは FileMaker Pro 15 Advanced を Windows または Mac コンピュータ
にインストールする方法とソフトウェアの新機能を説明しています。

次の点に注意してください: 

1 このガイドでは、FileMaker Pro Advanced の特定の機能を 
説明する場合以外は、「FileMaker Pro」を FileMaker Pro と 

FileMaker Pro Advanced の両方を指すものとして使用しています。

1 ある機能または手順が特定のプラットフォームを対象としている場
合は、説明および図もそのプラットフォームに固有の内容が使用さ
れます。両方のプラットフォームに共通する機能や手順について
は、Windows または OS X のいずれかの図が使用されます。

FileMaker のマニュアルの場所
追加の FileMaker ドキュメンテーションの表示およびダウンロードに
ついては、http://www.filemaker.com/documentation/ja を参照してくだ
さい。

FileMaker Pro の最新情報およびリリースノートについては、
http://filemaker-jp.custhelp.com を参照してください。

http://www.filemaker.com/documentation/ja
http://filemaker-jp.custhelp.com
http://filemaker-jp.custhelp.com
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カスタマサポートとナレッジベース
FileMaker カスタマサポートにアクセスするには、[ヘルプ] メニュー >  
[サービスとサポート] を選択します。

FileMaker ナレッジベースにアクセスするには、
http://filemaker-jp.custhelp.com を参照してください。

メモ   FileMaker ナレッジベースおよび FileMaker Communityの情報は
すべての言語には対応していません。

お客様のシステム構成がソフトウェアの最小システム条件を満たして
いる場合、FileMaker サポート担当者が、インストール、起動、または
再インストール (データ復旧を除きます) についてサポートします。
http://www.filemaker.com/cs を参照してください。

製品通知
FileMaker Pro は、ソフトウェアの更新 (マイナーなソフトウェアの変
更を含む) およびソフトウェアの新バージョン (新規および変更された
製品機能を含む) を自動的にチェックします。ソフトウェアの更新は 
更新通知の受信時、または [ヘルプ] メニュー > [ソフトウェア更新の 
確認...] を選択して行うことができます。

通知は [環境設定] ダイアログボックスでいつでも無効にすることがで
きます。

ライセンスキーについて
FileMaker Pro ソフトウェアには、35 文字の固有のライセンスキーが 
付属します。FileMaker Pro を FileMaker Store Web サイトからダウン
ロードでご購入いただいた場合、ソフトウェアダウンロードページへ
のリンクが記載された電子メールが送付されます。ライセンスキーは
そのページで確認できます。FileMaker Pro のパッケージ版をご購入い
ただいた場合、ライセンスキーはパッケージに同梱されています。

ライセンスキーを紛失しないようにご注意ください。ソフトウェアを
インストールするには有効なライセンスキーが必要です。ライセンス
キーはソフトウェアの再インストールが必要な場合に備えて安全な場
所に保管することをお勧めします。

http://filemaker-jp.custhelp.com
http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/cs
http://www.filemaker.com/cs
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詳細については、ソフトウェアをインストールしたアプリケーション
フォルダにあるFileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced のソフト
ウェア・ライセンスを参照してください。

ダウンロード版 FileMaker Pro のバックアップ
FileMaker Pro ソフトウェアを再インストールする必要がある場合に備
えて、ダウンロード版 FileMaker Pro ソフトウェアのバックアップを作
成しておくことをお勧めします。手順についてはナレッジベースの記事
を参照してください。

機能に関する必要条件
FileMaker Pro の機能の使用には追加のソフトウェアが必要な場合があ
ります。

機能 必要なソフトウェア

電子メールアプリ
ケーションを使用し
た [メールを送信] ス
クリプトステップ

サポートされている電子メールアプリケーション。 
FileMaker Pro 技術仕様を参照してください。
この必要条件は SMTP メールには適用されません。

電話をかける 
(Windows のみ) 

ダイヤラーまたは他の TAPI (Telephony API) 対応の
ソフトウェア。

ODBC と JDBC 機能 FileMaker の ODBC ドライバおよび JDBC ドライバ
は、インストールディスクイメージの xDBC フォル
ダ、および 
http://www.filemaker.com/jp/support/downloads から
入手できます。
OS X: Actual Technologies のフリーウェア製品 
ODBC Manager (http://www.odbcmanager.net から
入手可能)。
詳細については、『FileMaker ODBC と JDBC ガイ
ド』およびヘルプを参照してください。

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=ja
http://www.filemaker.com/jp/support/downloads
http://www.odbcmanager.net
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_esd_backup&lang=ja
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評価版から製品版の FileMaker Pro への変換
コンピュータに FileMaker Pro 15 の評価版がインストールされている
場合、ライセンスキーを入力することで、評価版をアンインストール
することなく製品版の FileMaker Pro 15 に変換できます。評価版は
アップグレードライセンスキーおよびアップグレード対象の旧バー
ジョンのライセンスキーを入力して変換することもできます。ヘルプ
を参照してください。

FileMaker Pro の旧バージョンからのアップグ
レード
FileMaker Pro を旧バージョンからアップグレードする場合、旧バー
ジョンをアンインストールする前に新しいバージョンへアップグレー
ドすることをお勧めします。

1. ライセンスキーを使用してアップグレードをインストールします  
 (6ページ「ライセンスキーについて」参照)。

2. プラグイン、辞書の情報、および環境設定を FileMaker Pro の新し
いバージョンへ移動します。環境設定の移動については、
FileMaker ナレッジベース (http://filemaker-jp.custhelp.com) を参照
してください。 

3. 最新バージョンのみを使用する場合は、旧バージョンをアンインス
トールします。

最新バージョンへアップグレードする前に、旧バージョンのアンイン
ストールを選択する場合、旧バージョンのライセンスキーを必ず用意
してください。旧バージョンがインストールされていない状態でアッ
プグレードライセンスキーを使用して FileMaker Pro をインストールす
ると、旧バージョンのライセンスキーの入力を求められます。

旧バージョンのファイルの開き方
FileMaker Pro 15 では、FileMaker Pro のバージョン 7.x、8.x、9.x、
10.x、11.x、12.x、13.x、または 14.x で作成されたファイルを開くこ
とができます。バージョン 12 より前の FileMaker Pro で作成された
ファイルを使用するには、FileMaker Pro 12 ファイル形式に変換する必
要があります。ファイル変換の詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=ja
http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=ja
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インストールプロセスの自動化
ボリュームライセンスやサイトライセンスなどで、複数の FileMaker Pro 

をインストールする場合、またはサイレントインストールを行う場合
は、処理を自動化することができます。インストーラと「Assisted 

Install.txt」ファイルを使用して通常のインストールダイアログボックス
を非表示にできます。『FileMaker Pro ネットワークインストールセッ
トアップガイド』を参照してください。ライセンスの詳細については、
http://www.filemaker.com/jp を参照してください。

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=ja
http://www.filemaker.com
http://www.filemaker.com/jp
http://www.filemaker.com/jp
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第 2 章  
Windows での FileMaker Pro の
インストール
インストール作業を開始する前に、実行中のプログラムをすべて終了
し、作業内容を保存してください。FileMaker Pro の最新情報およびリ
リースノートについては、http://filemaker-jp.custhelp.com を参照して
ください。

インストールの注意
FileMaker Pro をインストールする前に、次の参考事項を確認してくだ
さい。

1 お使いのコンピュータがシステム必要条件を満たしていることを確
認します。FileMaker Pro 技術仕様を参照してください。

1 FileMaker Pro をインストールするには Windows の管理者権限が必要
で、管理者アカウントとパスワードを使用する必要があります。

1 ご使用のコンピュータでウィルス保護ソフトウェアが実行されてい
る場合は、FileMaker Pro をインストールする前に終了し、インス
トール後に再度実行してください。

1 インストール中に、すべてのプログラム機能をインストールする [す
べて]、またはプログラムの一部をインストールする [カスタム] を選
択します。たとえばディスクの空き容量を確保するために、特定の
機能をインストールしないこともできます。

1 インストールの開始時に、FileMaker Pro インストーラの言語バー
ジョンを選択します。デフォルトで選択される言語バージョンは、
オペレーティングシステムの言語と同じです。[すべて] でインス
トールする場合は、選択した言語バージョンのみがインストールさ
れます。[カスタム] を選択し、サポートされている言語の一覧から
他の言語パックを選択することで、追加の言語バージョンをインス
トールできます。

1 コマンドラインの使用、およびネットワークボリュームを使用して
リモートで FileMaker Pro をインストールすることもできます。
『FileMaker Pro ネットワークインストールセットアップガイド』
を参照してください。

http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=ja
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32 ビットまたは 64 ビット FileMaker Pro のインストー
ルの選択
Windows のサポートされている 32 ビットバージョンを使用する場合
は、FileMaker Pro の 32 ビットバージョンのみをインストールするこ
とができます。 

Windows のサポートされている 64 ビットバージョンでは、
FileMaker Pro の 32 ビットまたは 64 ビットバージョンをインストール
することができます。FileMaker Pro を次のいずれかのソフトウェアの 

64 ビットバージョンと使用する場合は、FileMaker Pro の 64 ビット
バージョンをインストールする必要があります。

1 FileMaker Pro から電子メールを送信するための電子メールアプリ
ケーション

1 FileMaker Pro プラグイン

1 外部 SQL ソース用の ODBC クライアントドライバ

1 インタラクティブオブジェクト内のコンテンツを再生するオーディ
オ/ビデオコーデック

上記以外の場合は FileMaker Pro の 32 ビットバージョンをインストー
ルすることができます。

デフォルトのインストール場所
デフォルトでは、FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced は次の
いずれかのフォルダにインストールされます。

1 32 ビット Windows システム:

C:￥Program Files￥FileMaker￥<FileMaker 製品>

1 64 ビット Windows システム:

1 32 ビット FileMaker Pro のインストール場所

C:￥Program Files (x86)￥FileMaker￥<FileMaker 製品>

1 64 ビット FileMaker Pro のインストール場所

C:￥Program Files￥FileMaker￥<FileMaker 製品>

<FileMaker 製品> は FileMaker Pro 15 または 

FileMaker Pro 15 Advanced です。インストール中に別のドライブまた
はフォルダを選択することができます。
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FileMaker Pro のインストール
FileMaker Pro をインストールするにはインストールプログラムを使用
する必要があります。ファイルをハードディスクにドラッグしても 

FileMaker Pro はインストールできません。 

1. 次のいずれかを行います: 

1 ソフトウェアを電子的に入手した場合は、FileMaker Pro の 32 

または 64 ビットバージョン用のファイルをダウンロードした
後にインストーラアイコン (.exe ファイル) をダブルクリックし
ます。

1 DVD を使用して FileMaker Pro をインストールする場合は、
DVD ドライブに DVD を挿入し、DVD ウインドウを開いてイン
ストーラアイコンをクリックして 32 ビットバージョンをインス
トールします。

64 ビットバージョンをインストールするには、参照するアイコン
をクリックして「64-bit」フォルダを開いてから「Setup.exe」
をダブルクリックします。

2. 画面の指示に従って FileMaker Pro をインストールします。
11 ページの「インストールの注意」を参照してください。

3. インストールが完了すると、[ユーザ登録] ダイアログボックスが表
示されます。

クリックして 32 
ビットアプリケー
ションをインス
トールします

クリックして
終了します

クリックして DVD 
の内容を参照およ
び表示します
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Bonjour のインストールについて
Bonjour のサービスを使用すると、IP ネットワーク上のコンピュータ、
デバイス、およびサービスを自動で検出することができます。リモー
トホストを検出できるようにするには、Bonjour をインストールする必
要があります。 

Bonjour がインストールされていないか、またはサービスが実行中でな
い場合、FileMaker Pro は共有ホストを検出することができません。た
とえば、[起動センター] の [ホスト] タブ内でホストされているファイ
ルを表示したり、外部データソースとして使用する共有ファイルの一
覧を表示できません。 

Bonjour のサービスを使用しない場合、共有ホストのホスト名または 

IP アドレスを手動で入力する必要があります。

インストーラがサポートされているバージョンの Bonjour を検出しな
い場合、Bonjour のインストールが要求されます。

Bonjour を手動でインストールする必要がある場合は次の手順を実行し
ます: 

1. FileMaker Pro インストールフォルダを開きます。

2. 「Files」フォルダを開き、「Bonjour」フォルダを開きます。

3. Windows のバージョンに応じて「32-bit」または「64-bit」フォル
ダを開きます。

4. Bonjour (32 ビット) またはBonjour64 (64 ビット) アイコンをダブル
クリックします。 

5. 画面の指示に従って Bonjour をインストールします。

Microsoft .NET Framework のインストールに
ついて
Microsoft .NET Framework は、多くの Windows アプリケーションに共
通の機能を提供します。FileMaker Pro を実行するにはシステムに特定
のバージョンの .NET をインストールする必要があります。

.NET がインストールされていない場合、FileMaker Pro の起動時にエ
ラーメッセージが表示され、FileMaker Pro は実行されません。



    15

インストーラが必要なバージョンの .NET を検出しない場合、.NET の
インストールが要求されます。.NET をインストールするには、必要 
なファイルをダウンロードするためのインターネットアクセスが必要
です。

.NET を手動でインストールする必要がある場合は次の手順を実行し
ます: 

1. FileMaker Pro インストールフォルダを開きます。

2. 「Files」フォルダを開き、「DotNet」フォルダを開きます。

3. アイコンをダブルクリックします。

4. 画面の指示に従って .NET をインストールします。

FileMaker Pro のアンインストール、変更、
または修復
FileMaker Pro のアンインストール、欠損または破損ファイルの置き換
え、またはインストールされる機能の変更などは、Windows のコント
ロールパネルを使用することができます。FileMaker Pro を修復する
場合、ライセンスキーを入力するプロンプトが表示されることがあり
ます。
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第 3 章  
OS X での FileMaker Pro のインス
トール
インストール作業を開始する前に、実行中のプログラムをすべて終了
し、作業内容を保存してください。FileMaker Pro の最新情報およびリ
リースノートについては、http://filemaker-jp.custhelp.com を参照して
ください。

インストールの注意
FileMaker Pro をインストールする前に、次の参考事項を確認してくだ
さい。

1 お使いのコンピュータがシステム必要条件を満たしていることを
確認します。FileMaker Pro 技術仕様を参照してください。

1 FileMaker Pro をインストールするには OS X の管理者権限が必要
で、管理者アカウントとパスワードを使用する必要があります。

1 ご使用のコンピュータでウィルス保護ソフトウェアが実行されてい
る場合は、FileMaker Pro をインストールする前に終了し、インス
トール後に再度実行してください。

1 インストール中に、すべてのプログラムファイルをインストールす
る [標準インストール]、またはプログラムの一部をインストールす
る [カスタムインストール] を選択します。たとえばディスクの空き
容量を確保するために、特定の機能をインストールしないこともで
きます。

1 標準インストールではオペレーティングシステムと同じ言語の 

FileMaker Pro がインストールされます。カスタムインストールを選
択するとサポートされている言語の一覧から他の言語パックを選択
することで、追加の言語バージョンをインストールできます。

1 Apple Remote Desktop を使用して、FileMaker Pro のリモートインス
トールを実行することもできます。『FileMaker Pro ネットワークイ
ンストールセットアップガイド』を参照してください。

http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=ja
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=ja
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デフォルトのインストール場所
デフォルトでは、FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced は次の
場所にインストールされます。 

[ドライブ]/Applications/<FileMaker 製品>

<FileMaker 製品> は FileMaker Pro 15 または 

FileMaker Pro 15 Advanced です。インストール中に別のドライブまた
はフォルダを選択することができます。

FileMaker Pro のインストール
FileMaker Pro をインストールするにはインストールプログラムを使用
する必要があります。ファイルをハードディスクにドラッグしても 

FileMaker Pro はインストールできません。

1. 次のいずれかを行います: 

1 ソフトウェアを電子的に入手した場合は、ファイルのダウン
ロード後にディスクイメージアイコン (.dmg ファイル) をダブ
ルクリックします。

1 DVD を使用して FileMaker Pro をインストールする場合は、
DVD ドライブに DVD を挿入し、DVD ウインドウを開きます。 

2. FileMaker Pro のインストーラアイコンをダブルクリックします。

3. 画面の指示に従って FileMaker Pro をインストールします。
17 ページの「インストールの注意」を参照してください。

4. インストールが完了すると、[ユーザ登録] ダイアログボックスが表
示されます。

FileMaker Pro 
インストーラ
アイコン
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FileMaker Pro のアンインストール
1. FileMaker Pro 15 または FileMaker Pro 15 Advanced フォルダとすべて
の内容をアプリケーションフォルダからゴミ箱にドラッグします。

2. FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced の環境設定ファイル
をゴミ箱にドラッグします。 

FileMaker Pro の場合: 
<ホーム>/ライブラリ/Preferences/com.filemaker.client.pro12.plist

FileMaker Pro Advanced の場合:  
<ホーム>/ライブラリ
/Preferences/com.filemaker.client.advanced12.plist
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第 4 章  
新機能
次に示す機能の詳細については、ヘルプを参照してください。

新しいフィールドコントロール
1 マスク付き編集ボックス – フィールドのデータの代わりにドットが
表示されるように設定して機密情報を隠します。

使いやすさの改善
1 FileMaker Pro ヘルプ – よりアクセスしやすく、より使いやすくする
ため、ヘルプを再設計しました。ヘルプを利用するにはインター
ネットへの接続が必要ですが、ヘルプをダウンロードしてからオフ
ラインで使用することができます。

1 ソフトウェア更新の簡略化 – ソフトウェア更新が入手可能になると
通知が表示され、FileMaker Pro 内でダウンロードとインストールを
実行できます。

1 ホストの検索 – 起動センターのホストの一覧の上にある検索ボック
スを使用して、ホストを検索できます。

1 ODBC データソースの追加サポートが提供されました。

1 OS X: FileMaker Pro ドキュメントウインドウのフルスクリーン表示
と分割表示がサポートされています。

1 OS X: スペースバーでポップアップメニューを開いたり閉じたりで
きるようになりました。

スクリプトワークスペースの改善
1 スクリプトの問題をチェックできます。問題がスクリプト編集パネ
ルで強調表示されます。スクリプトをインポートまたは貼り付け 
 (ペースト) すると自動的に問題がチェックされます。

1 新しい環境設定で、新規作成したスクリプトを [スクリプト] メ
ニューにデフォルトで表示できます。 

1 [スクリプトワークスペース] と [計算式の指定] ダイアログボックスで
操作を元に戻すことができます。

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=ja
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セキュリティの向上
1 FileMaker Server 上で共有されているファイルを開く操作、HTTP リ
クエストにより XML データをインポートする操作、暗号化された 
接続を使用して SMTP サーバー経由で電子メールを送信する操作を
実行する前に、FileMaker Pro で SSL 証明書を検証することができ
ます。

1 ホストの SSL 証明書を検証できなかった場合は通知が示されます。
無視して接続するか、そのホストを許可済みホストの一覧に追加す
るか、またはキャンセルするかを選択できます。

1 他のアプリケーションが AppleScript または ActiveX を使用して 

FileMaker スクリプトを実行することを禁止できます。

1 データビューアの [監視] タブで式を表示するには、完全アクセス権
を持つアカウントにログインする必要があります。

1 FileMaker Go でキーチェーンにアクセスする前に、ユーザが Touch 

ID または iOS パスコードを使用することを要求するようにソリュー
ションを設定できます。

スクリプトステップ
新しいスクリプトステップ

1 テーブルデータを削除 – 現在の対象レコードに関係なく、指定した
テーブルのすべてのレコードを削除します。大量のレコードを削除
する場合、[テーブルデータを削除] の方が [全レコード削除...] よりも
速くレコードを削除できます。

変更されたスクリプトステップ

1 以前 [ダイアログなしで実行] チェックボックスが表示されていたス
クリプトステップに、[ダイアログあり] オプションがインラインで
表示されるようになりました。

1 ファイルを変換 – XML データの HTTP リクエストで指定されている
サーバーの SSL 証明書を検証できるようになりました。

1 レコードのインポート – XML データの HTTP リクエストで指定され
ているサーバーの SSL 証明書を検証できるようになりました。

1 URL から挿入 – URL で指定されているサーバーの SSL 証明書を検証
できるようになりました。

1 メールを送信 – 暗号化された接続を使用している SMTP サーバーの 

SSL 証明書を検証できるようになりました。
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関数
新しい関数

1 RangeBeacons – iBeacon と iOS デバイスへの近接の一覧を返し
ます。

変更された関数

1 Get (最終 ODBC エラー) は Get (最終外部エラー詳細) に変更され、
ODBC エラーに加えてSSL 証明書エラーの詳細を返すようになりま
した。

変更および取り除かれた機能
1 OS X: FileMaker Pro は 64 ビットアプリケーションとしてのみ実行で
きます。FileMaker Pro で 32 ビット専用バージョンのプラグイン、
ODBC クライアントドライバ、オーディオ/ビデオコーデックを使用
する場合は、プロバイダに連絡してそのソフトウェアの 64 ビット
バージョンを入手してください。

1 ポップアップメニューで表示される値一覧 – 2 番目のフィールドの値
を表示する値一覧を定義する場合、ポップアップメニューとして書
式設定されたフィールドには最初のフィールドの値のみが表示され、
ポップアップメニューを閉じるとそのフィールドのデータ書式が適
用されるようになりました (これはドロップダウンリストの場合と 
同じ動作です)。値一覧の値を表示してデータ書式を無視するには、
新しい [値一覧でデータ書式を上書き] インスペクタオプションを選
択します。

1 レコードを PDF として保存するときの Acrobat 5 および Acrobat 6 と
の互換性のサポートが取り除かれました。

1 FileMaker Pro ユーザーズガイドは取り除かれました。このガイドに
あった情報はヘルプでご確認いただけます。

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=ja
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第 5 章  
この後の作業を開始するにあたって
FileMaker Pro のインストール終了後、アプリケーションで直ちに作業
を開始することができます。実際の作業に取りかかる前に以下を参考
にしてください。

1 FileMaker Pro の機能の動作を確認する場合は、 [ファイル] メニュー > 

[始めましょう...] を選択して次を選択します: 

1 [詳細] > [FileMaker Pro ツアーを体験する] を選択してツアーを開
始します。

1 [Starter Solution を選択する] を選択し、画面をスクロールして、
一般的なビジネスおよび個人作業の管理用にカスタマイズされ
たプロフェッショナルなデザインの FileMaker Pro ソリューショ
ンをご確認ください。Starter Solution からデスクトップに新規
ファイルを作成するには、[この Starter Solution から作成] を選
択します。

1 『FileMaker Training Series: 基礎編』のレッスンとアクティビティに
従います (http://www.filemaker.com/jp から入手可能)。

1 その他のガイドをダウンロード可能なプロダクトドキュメンテー
ション センターを表示するには、[ヘルプ] メニュー > [製品マニュ 
アル] を選択します。

1 FileMaker Pro の使用に関する総合的な情報およびステップバイス
テップの手順については、[ヘルプ] メニュー > [FileMaker Pro ヘルプ] 

を選択します。

http://www.filemaker.com/jp
http://www.filemaker.com
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