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次のキーを押します。1

1. すばやく受信トレイに移動する

コンピューターが起動すると同時に、受信トレイを開きたいですか? これをお試しください。

「outlook」と入力して、Enter キーを押します。

Outlook が起動したら、次のキーを押して新しいメール メッセージを作成します。

受信者、件名行を入力して、メッセージを作成します。
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プレゼンテーションの準備は順調ですか?

お疲れ様です。会議の前に何かお手伝いできることがないかと思って連絡しました。

Jun Uchida



2. 添付ファイルの検索は不要

最近使用したものですか? その場合は [ファイルの添付] メニューに表示される可能性があります。検索する必
要はありません。

任意のアプリケーション
でファイルを保存します。

新しいメッセージを作成
します。

1 2 リボンの [メッセージ] を
クリックします。

3

[ファイルの添付] をクリ
ックします。

4 最近保存したファイルをリストから選択します。5

+ NCtrl

Packing list.docx



3. [BCC] フィールドの表示方法

多数のユーザーにメールを送信しますか? 受信者が分からないように、[BCC] フィールドをオンにしましょう。BCC ユ
ーザーから全員に返信されることもありません。[BCC] フィールドを表示する方法は、次のとおりです。

新しいメッセージを作成
します。

リボンの [オプション] を
クリックします。

これで完
了です。

1 2

[BCC] フィールドが表示されます。4

[BCC] ボタンをクリック
します。

3

[BCC] は固定されるフィールドです。 つまり、 初回に表示すると、その時点から常に表示されることを意味します。
オフにした場合も同様です。 その場合は、オフにされたままです。

+ NCtrl



4. 古いオートコンプリートのアドレスを削除する

名前の入力を開始すると、オートコンプリート リストが表示されます。

アドレスのオートコンプリート機能は便利ですが、そうでないこともあります。ここではオートコンプリートのアドレスを
削除する方法について説明します。

オートコンプリートの候補をすべて削除しますか? 次のような方法があります。[ファイル] > [オプション] > [メール
] の順にクリックします。[メッセージの送信] セクションまでスクロールします。ここで、[オートコンプリートのリストを
空にする] ボタンをクリックするか、[[宛先]、[CC]、[BCC] に入力するときにオートコンプリートのリストを使用し
て名前の候補を表示する] のチェックを外すと、オフになります。

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Maggie Kahn (maggiek@contoso.com)

Matilda Donovan (matilda@contoso.com)

Maura Zimmerman (maura@contoso.com)

Millie Davidson (millie@contoso.com)

M|

Margaret Lawson (maggie@contoso.com)

アドレスを削除するには、右にある [X] をクリックします。

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Maggie Kahn (maggie@contoso.com)

Matilda Donovan (matilda@contoso.com)

Maura Zimmerman (maura@contoso.com)

Millie Davidson (millie@contoso.com)

M|

Margaret Lawson (maggie@contoso.com)



5. [削除] と [古いアイテムの整理] の使い分け
[削除] と [古いアイテムの整理] のボタンは、互いに隣り合っています。どのような場合にどちらを使用するかを、
次に示します。

と削除 古いアイテムの整理

しくみ

メールボックスのサイズは小さくなりますか?

[削除] ボタンを使用し、[削除済みアイテム] 
フォルダーを空にすると、メールボックス全体の
サイズは小さくなります。

メッセージの移動先は...

[削除済みアイテム] フォルダーです。ときどき、
ユーザーがこのフォルダーを空にします。場合に
よっては、IT 部門が代わりに削除することもあ
ります。

特別な理由

従来の [削除] ボタンです。 つまり、メッセージ
が削除され、最終的には永久に削除されま
す (元に戻したり復元したりしない限り)。

[削除] ボタンをクリックすると、メッセージが
削除されます。

しくみ

特別な理由

ワンクリックでメッセージを保持できるからです。
メッセージをフォルダーやサブフォルダーに分類す
る必要はありません。ワンクリック、またはワン
タップで、メッセージが保管されます。

メッセージの移動先は...

[古いアイテムの整理] フォルダーです。これは
、メッセージを保持する別のフォルダーにすぎま
せん。

メールボックスのサイズは小さくなりますか?

いいえ、そのままです。メッセージが削除される
こともメールボックスのサイズが小さくなることも
ありません。

[古いアイテムの整理] ボタンをクリックすると
、メッセージが保持されます。



次のキーを押します。1

6. 検索のための高速ショートカット キー

他のユーザーのメッセージをすぐに検索する必要がある場合は、 次のショートカット キーを試してみてください。

"Ayano" という単語が含まれるすべてのメッセージを検索するには「Ayano」と入力します。3

+ ECtrl

Ayano からのメールを検索するには、次のように入力します。4

Ayano

カーソルは、検索ボックスに自動的にジャンプします。2

from:Ayano

今週 Ayano から受信したメールを検索するには、次のように入力します。5

from:Ayano received:this week

添付ファイルを含む Ayano からのメールを検索するには、次のように入力します。6

from:Ayano Harada:yes



注: すべてのメール アカウントで自動応答を設定できるわけではありません。この機能を使用できない場合は、
https://aka.ms/alternativeAutoReply で回避策を参照してください。

7. 不在時の自動応答を設定する

[メール] に移動します。 [ファイル] をクリックしま
す。

これで完
了です。

1 2

このオプションをクリック
します。

4 メッセージを入力して、
[OK] をクリックします。

5

[自動応答] をクリック
します。

3

たとえば “不在時の自動応答”、“外出中” メッセージや “自動返信” など、あなたが不在であることを伝えるた
めのメッセージを設定することができます。

メールをお送りいただきあり
がとうございました。1 月 2 
日まで不在の予定です。



8. メッセージから会議を設定する
会議の設定を依頼するメールのスレッドが届いた場合は、 次のようにして設定しましょう。

会議を設定する必要があるメッセージを
開きます。

1 次のキーを押します。2

メッセージが、出席者を含む会議出席依頼に変わります。[場所]、[開始時刻]、[終了時刻] を
設定します。[送信] をクリックしたら、会議の準備は完了です。

3

弊社が何をすべきか考えています。 坂本さんは
どう思いますか。 オプション 2 ですか? 岡本さん
は? 何か意見はありますか? 私は迷っています。
森田さんも、 何かあればお願いします。 それぞ
れ長所と短所があると思います...

To Shiori Sakamoto; Satoshi Okamoto; 
Takumi Morita

RE: 決断??? + + RAltCtrl

mikisakai@contoso.com

決断が必要です

会議室 1000

Shiori Sakamoto; Satoshi Okamoto; Takumi Morita



9. Outlook 内を簡単に移動する

予定表を表示してから、メールにすばやく戻りたい場合があります。そのような場合に役立つショートカット キーを
いくつか紹介します。

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...[メール] に移動します。 ...[予定表] に移動します。

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...[連絡先] に移動します。 ...[タスク] に移動します。



10. メッセージに個人用の署名を挿入する

右側で、メール アカウントを選択します。4

[署名] をクリックします。3

署名は装飾を加えることも、シンプルにすることもできます。どのようなスタイルでも、次の方法で作成できます。

左側の [新規作成] を
クリックします。

5

[新しいメッセージ] で、
署名を選択します。

8署名の名前を
入力します。

6 署名を行います。7

新しいメッセージを作成
します。

1

+ NCtrl

[署名] をクリックします。2

miki@contoso.com

仕事用の署名 |

miki@adatum.com
miki@contoso.com

電子メール アカウント:

Miki Sakai
General Manager
Contoso, Ltd.



11. Outlook の色を変更する

[オプション] をクリック
します。

これで完
了です。

2

別のテーマを選択します。4 [OK] をクリックします。5

右側で [Office テーマ] 
を見つけます。

3

初めて Outlook をインストールしたときの表示が明るすぎる場合があります。Outlook インターフェイスの別の部
分を目立たせるため、別の配色テーマを選択する方法を紹介します。

これは、すべての Office アプリケーションで機能します。Office テーマを変更すると、Outlook、Word、Excel 
などすべての Office アプリの色が変更されることに注意してください。

[ファイル] をクリックします。1



12. 自分の Outlook on the web のアドレスを検索する

[情報] をクリックします。会社で Outlook on the web が
提供されている場合は、ここに表示されます。

これで完
了です。

2

リンクをクリックして確認
します。

3 サインインして、内容を
確認します。

4

会社から Outlook on the web が提供されている場合があります。デスクにいないときに、仕事用のメールを確
認する方法を紹介します。そのための Web アドレスを検索する方法を示します。

[ファイル] をクリックしま
す。

1

アカウント設定
このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。

このアカウントに Web を介してアクセスします。
https://outlook.office365.com/owa/...



12. 自分の Outlook on the web のアドレスを検索する お読みいただき、ありがとうございました。

この電子ブックはお役に立ちましたか? ご意見をお待ちしています。

    こちらまでフィードバックをお寄せください:
    http://aka.ms/outlooktips-ebook
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