
FileMaker® Pro 12 キーボードショートカット (Mac OS)
すべてのキーボードショートカットの一覧については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

一般

データの切り替え

ウインドウの表示

レコードの作成、削除、複製、および保存

値のペースト、選択、および置換

モード

ブラウズモード

検索モード

目的 押すキー

操作またはダイアログボックスを
キャンセルする

esc

レイアウトで選択したボタンを
キーボードでクリックする

スペースバー

ダイアログボックスを閉じる esc

ファイルを閉じる -W

すべてのファイルを閉じる option- -W

終了 -Q

FileMaker Pro ヘルプを開く -/

ファイルを開く -O

特定のアカウント名およびパス
ワードを使用してファイルを開く

option キーを押しな
がらファイルを開く

共有ファイルを開く -shift-O

[データベースの管理 ] ダイアログ
ボックスを開く

-shift-D

[検索 /置換 ] ダイアログボックス
を開く

-shift-F

[レイアウトの管理 ] ダイアログ
ボックスを開く

-shift-L

[環境設定 ] ダイアログボックスを
開く

-,

オブジェクトフィールドのサウン
ドを再生または編集する

スペースバー

印刷する -P

[印刷 ] ダイアログボックスを使用
せずに印刷する

-option-P

スクリプトステップ、フィール
ド、パートなどのリストボックス
内の項目を並べ替える

control-上向矢印
キーまたは control-
下向矢印キー

保存 （デフォルトでは、
レコードデータは 
自動的に保存され 
ます。）

ソート -S

最後に実行したコマンドを元に 
戻す

-Z

[スクリプトの管理 ] ダイアログ
ボックスを開く

-shift-S

スクリプトを保存する -S

[スクリプト ] メニューに表示され
る最初の 10 個のスクリプトの１
つを実行する

-1 から -0

移動先 押すキー

次のオブジェクト（フィールド、
ボタン、タブ）

tab

前のオブジェクト（フィールド、
ボタン、タブ）

shift-tab

次のレコード、検索条件、レイア
ウト、またはページ

control-下向矢印キー

前のレコード、検索条件、レイア
ウト、またはページ

control-上向矢印キー

次のタブ（タブが選択されてい 
る時）

右向矢印キー

前のタブ（タブが選択されてい 
る時）

左向矢印キー

目的 押すキー

ウインドウを閉じる -W

フルサイズと直前のサイズの表示
を切り替える

-option-Z

下にスクロールする Page Down

上にスクロールする Page Up

ドキュメントの先頭までスクロー
ルする

Home

ドキュメントの末尾までスクロー
ルする

End

ステータスツールバーの表示 /非
表示を切り替える

-option-S

現在のウインドウを最小化する -M

FileMaker Pro アプリケーション
を隠す

-H

目的 押すキー

レコード、検索条件、レイアウト
を新規作成する

-N

レコード、検索条件、レイアウト
を削除する

-E

確認ダイアログボックスを表示せ
ずにレコードを削除する

-option-E

レコード、検索条件、レイアウト
オブジェクトを複製する

-D

レイアウトを保存する -S

挿入する情報 押すキー

現在の日付 - - (ハイフン )

現在の時刻 -;

タイムスタンプフィールドの現在
の日付と時刻

-;

現在のユーザ名 -shift-N

索引に登録されている情報 -I

直前に参照したレコードのデータ -:

直前のレコードのデータを挿入し
て次のフィールドに移動

-shift-:

マージフィールド -option-M

ペーストする内容 押すキー

クリップボードのテキスト -V

スタイルを無視したテキスト -option-shift-V

目的 押すキー

フィールド値を置換する - shift- -（ハイ 
フン）

すべてのフィールドを選択する -A

複数のオブジェクトを選択する shift キーを押しなが
らドラッグして複数
のオブジェクトを含
める

１つのオブジェクトが選択されて
いる場合に同じタイプのオブジェ
クトを選択する

-option-A

リスト内の項目を選択する 上向矢印キー、下向
矢印キー

リストで選択した項目を移動する control-上向矢印
キー、control-下向
矢印キー

切り替え後のモード 押すキー

ブラウズモード -B

検索モード -F

レイアウトモード -L

プレビューモード -U

目的 押すキー

レコードを新規作成する -N

レコードを複製する -D

レコードを削除する -E

確認ダイアログボックスを表示せ
ずにレコードを削除する

-option-E

最後の検索条件を変更する -R

全レコードを表示する -J

レコードをソートする -S

次のレコードへ移動する control-下向矢印キー

前のレコードへ移動する control-上向矢印キー

特定のレコードに移動する esc（ブックアイコ
ンをアクティブにす
る）を押してからレ
コード番号を入力し
て enter キーを押す

レコードを対象外にする -T

複数レコードを対象外にする -shift-T

ドロップダウンリスト、またはア
クティブなフィールドのカレン
ダーの開閉

esc

レコードを印刷する -P

ダイアログボックスを表示せずに
レコードを印刷する

-option-P

ウインドウを再表示する -shift-R

クイック検索ボックスをアクティ
ブにする

-option-F

目的 押すキー

[除外 ] ボタンを選択 /選択解除する -T

検索条件を作成する -N

検索条件を削除する -E

検索条件を複製する -D

全レコードを表示する -J

検索条件を実行する enter （スクリプト
が一時停止中の場合
は無効です）

索引からペーストする -I

次の検索条件に移動する control-下向矢印キー

前の検索条件に移動する control-上向矢印キー

特定の検索条件に移動する esc （ブックアイコ
ンをアクティブにす
る）を押してから条
件番号を入力して 
enter キーを押す

目的 押すキー
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レイアウトモード

オブジェクトの選択と変更

テキストの編集

テキストの配置

テキストのスタイル

テキストのサイズ

文字カーソルの移動

目的 押すキー

新しいレイアウトを作成する -N

次のレイアウトに切り替える control-下向矢印キー

前のレイアウトに切り替える control-上向矢印キー

特定のレイアウトに移動する esc（ブックアイコン
をアクティブにする）
を押してからレイア
ウト番号を入力して 
enter キーを押す

目的 押すキー

レイアウト上のオブジェクトを選
択する

希望のオブジェクト
を選択するまで、繰
り返し tab または 
shift+tab を押す

複数のオブジェクトを選択する shift キーを押しなが
らオブジェクトを１
つずつクリック

インスペクタが開いている場合
に、選択したオブジェクトのサイ
ズを変更する（書式設定バーから

インスペクタ  をクリックし
ます）

-1 キーをクリック
してインスペクタの 
[位置 ] タブに移動し
ます。次に、tab 
キーを押して、サイ
ズを変更する項目に
移動して値を入力し
ます。レイアウトウ
インドウに戻るには、
テンキーで enter 
キーを押します。

選択したオブジェクトのスタイル
をコピーする

-option-C

別のオブジェクトのスタイルを
ペーストする

-option-V

左辺を揃える -option-左向矢印
キー

右辺を揃える -option-右向矢印
キー

上辺を揃える -option-上向矢印
キー

下辺を揃える -option-下向矢印
キー

定規を表示または非表示にする -option-shift-R

オブジェクトグリッドを表示また
は非表示にする

-option-Y

オブジェクトのサイズ変更時に、
グリッド、ガイド、またはダイナ
ミックガイドへのスナップ機能を
解除する

  キーを押しなが
らオブジェクトのハ
ンドルをドラッグ

オブジェクトのドラッグ時に、グ
リッド、ガイド、またはダイナ
ミックガイドへのスナップ機能を
解除する

  キーを押しなが
らオブジェクトをド
ラッグ

オブジェクトのグリッドへのス
ナップを切り替える

-option-shift-Y

オブジェクトの作成または編集時
にガイドの表示 /非表示を切り替
える

-option-;

オブジェクトのガイドへのスナッ
プを切り替える

-option-shift-;

オブジェクトの作成または編集 
時にダイナミックガイドを切り 
替える

-option-J

選択したオブジェクトを前面に移
動する

-shift-[

選択したオブジェクトを最前面に
移動する

-option-[

パートラベルの表示方向を変更 
する

  キーを押しなが
らラベルをクリック

選択したレイアウトパートをオブ
ジェクトを越えてドラッグする

option キーを押し 
ながらパートをド
ラッグ

選択したオブジェクトを複製する -D

オブジェクトをドラッグして複製
する

option キーを押しな
がらオブジェクトを
ドラッグ

オブジェクトをグループ化する -R

オブジェクトをロックする -option-L

選択したオブジェクトを１ポイン
トずつ移動する

矢印キー

選択したパートの順序を変更する Shift キーを押しなが
らパートをドラッグ

オブジェクトを 90 度回転させる -option-R

選択したオブジェクトを背面に移
動する

-shift-]

オブジェクトを最背面に移動する -option-]

オブジェクトのグループを解除 
する

-shift-R

オブジェクトのロックを解除する -shift-option-L

目的 押すキー

選択したテキストを削除する delete

選択したテキストをコピーする -C

レコード内の全テキストをコピー
する

オブジェクトが選択
されていない状態で

-C

対象レコード内の全レコードをテ
キスト形式でクリップボードにコ
ピーする

オブジェクトが選択
されていない状態で

-option-C

選択したテキストをカットする -X

ペースト -V

テキストだけをペーストする -shift-option-V

元に戻す -Z

再実行 -Y または 
-shift-Z

テキスト編集モードを終了する テンキーの enter キー

データを検索 /置換する -shift-F

指定したデータの次の出現箇所を
検索する

-G

[次を検索 ] 操作の現在の方向を反
転する

-shift-G

[検索 :] のデータを [置換 :] の
データに置換後、次の出現箇所を
検索して選択する

-option-G

[置換後に次を検索 ] 操作の現在の
方向を反転する

-shift-option-G

データベース内で選択したデータ
の次の出現箇所を検索する

-option-I

[選択部分の検索 ] 操作の現在の方
向を反転する

-shift-option-I

ノンブレークスペースを挿入する option-スペースバー

フィールドにタブを挿入する、ま
たは挿入位置を次のタブストップ
まで移動する

option-tab

スペルミスの警告が表示されたと
きに [スペルチェック ] ダイアロ
グボックスを開く

-shift-Y

目的 押すキー
テキスト配置 押すキー

中央揃え - ￥

左揃え - [

右揃え - ]

両端揃え -shift-￥

テキストのスタイル設定 押すキー

太字 -shift-B

斜体 -shift-I

標準 -shift-P

下付き -shift- -（ハイフン）

上付き -shift- =

下線 -shift-U

ポイントサイズの変更  押すキー

1ポイント大きくする -option-shift->

1ポイント小さくする -option-shift-<

メニューの１つ大きいポイントサ
イズに変更する

-shift->

メニューの１つ小さいポイントサ
イズに変更する

-shift-<

文字カーソルの移動先 押すキー

テキストの先頭 -上向矢印キー

テキストの末尾 -下向矢印キー

行の先頭 -左向矢印キー

行の末尾 -右向矢印キー

前の単語の先頭 option-左向矢印
キー

次の単語の末尾 option-右向矢印
キー

前の文字 左向矢印キー

次の文字 右向矢印キー

前の行 上向矢印キー

次の行 下向矢印キー


