
Tidy Up説明書

Tidy Upを使って何ができる？
Tidy UpはMacのハードディスクに保存されているファイルを整理します。重複し
ているファイルを自動的に検索して表示します。不要なファイルは簡単に削除でき
ます。iPhotoとiTunesの重複しているファイルは簡単に整理できます。空きフォル
ダ、空きファイル、使用されていないログファイルなども、すぐ削除できます。
Tidy Upを使えば無駄になっているハードディスクのスペースを取り戻せます。

このマニュアルについて
このマニュアルは「Tidy Up」の基本的な使い方についての簡易マニュアルになり
ます。詳しい使い方については英語マニュアルを参照して下さい。「Help」メ
ニューの「Tidy Up User Manual」を選ぶと英語マニュアルが表示されます。

対象 OS
Mac版
Mac OS 10.3.9以上 

体験版について
体験版ではファイルを10回まで削除できます。

Tidy Upの購入
Tidy Upをご購入の場合は「Tidy Up」メニューからPurchase Online」を選んで
下さい。Tidy Upの購入ページに接続されます。

シリアル番号の入力
ご購入後、メールまたは書面でシリアル番号が届きます。「Tidy Up」メニューか
ら「Register」を選びます。下記の画面が表示されます。



「Name or Company」：お名前、または会社名を入れます。
「E-mail」：メールアドレスを入れます。
「Proof of Purchase」：メールまたは書面で届いたシリアル番号を入れて下さ
い。

「Send」をクリックすると体験版が製品版に変わります。
開発元から登録番号がメールで届きます。この登録番号は入力する必要がありませ
ん。

Tidy Upのインストール
「Tidy Up」アイコンを「アプリケーション」フォルダにコピーして下さい。



Tidy Upの使い方
「Tidy Up」アイコンをダブルクリックすると、まだ購入されていない場合は下記
の画面が表示されます。

「Purchase」：Tidy Upの購入ページに接続されます。
「Trial Version」：体験版を利用できます。
「Register」：シリアル番号の入力画面が表示されます。



Tidy Upのメイン画面
Tidy Upが起動すると下記の画面が表示されます。

検索するボリュームの選択
左側にMacintoshに接続されているボリュームが表示されます。検索したいボ
リュームのチェックボックスをクリックして下さい。
ボリュームをクリックして、ウィンドウの下にある「ー」をクリックすると、その
ボリュームは表示されなくなります。「＋」をクリックすると表示されていないボ
リュームを表示できます。

検索対象ファイルの種類
右側に検索できるファイルの種類が表示されています。白い三角のマークをクリッ
クするとその種類の検索条件が表示されます。
この条件はファイルの種類によって多少異なります。詳しいことは下記の「検索条
件の設定」を参照して下さい。

検索条件の設定
「Images」（画像ファイル）：「Images」の左側にある白い三角マークをクリッ
クすると下記の画面が表示されます。



Duplicate
ファイル名が異なっていも、内容が同じ重複しているファイルを検索します。
「All Kinds」：すべてのファイルを検索
「Can read Preview's images」：「プレビュー」で開けるファイルを検索
「Can read QuickTime's images」：「QuickTime」で開けるファイルを検索
「TIFF images」：TIFFファイルを検索
「JPEG images」：JPEGファイルを検索

Similar
似ているファイルを検索します。名前、変更日、作成日とサイズで重複している
ファイル検索します。
「All Kinds」：すべてのファイルを検索
「Can read Preview's images」：「プレビュー」で開けるファイルを検索
「Can read QuickTime's images」：「QuickTime」で開けるファイルを検索
「TIFF images」：TIFFファイルを検索
「JPEG images」：JPEGファイルを検索

「Images by Exif」：写真ファイルのExifデータで重複しているファイル検索
Duplicate
Exifデータと内容で検索します。
「Date Taken」：日付で検索



「Location Taken」：場所で検索
「Camera Make and Model」：使用されたカメラで検索
「JPEG images」：JPEGファイルを検索

Similar
Exifデータとサイズで検索します。
「Date Taken」：日付で検索
「Location Taken」：場所で検索
「Camera Make and Model」：使用されたカメラで検索
「JPEG images」：JPEGファイルを検索

「Aperture's photos」：Apertureのライブラリにある重複している写真を検索

「iPhoto's photos」：IPhotoのライブラリにある重複している写真を検索
Duplicate
Exifデータと内容で検索します。
「Date Taken」：日付で検索
「Location Taken」：場所で検索
「Camera Make and Model」：使用されたカメラで検索
「JPEG images」：JPEGファイルを検索

Similar
Exifデータとサイズで検索します。
「Date Taken」：日付で検索
「Location Taken」：場所で検索
「Camera Make and Model」：使用されたカメラで検索
「JPEG images」：JPEGファイルを検索

Option
「Report missing photos」：iPhotoに登録しているが元の場所で見つからない写

真を検索

「Music」：IPodまたはiTunesに登録されていない重複している音楽ファイルを検
索
Duplicate
ファイル名が異なっていも、内容が同じファイルを検索します。
「All Kinds」：すべてのファイルを検索
「MP3ファイル」：MP3ファイルを検索



「AACファイル」：AACファイルを検索
「Midiファイル」：Midiファイルを検索
「Can read iTunes's images」：「iTunes」で開けるファイルを検索

Similar
似ているファイルを検索します。名前、変更日、作成日とサイズで検索します。
「All Kinds」：すべてのファイルを検索
「MP3ファイル」：MP3ファイルを検索
「AACファイル」：AACファイルを検索
「Midiファイル」：Midiファイルを検索
「Can read iTunes's images」：「iTunes」で開けるファイルを検索

「Music by Tag」：IPodまたはiTunesに登録されていない重複している音楽
ファイルをファイルタグのデータで検索
Duplicate
内容が同じファイルを曲名、歌手、アルバム名、ファイル内容で検索します。
「MP3 songs」：MP3ファイルを検索
「AAC  songs」：AACファイルを検索
「MP3 and AAC songs」：MP3とAACファイルを検索
「MP3 and AAC songs by duration」：MP3とAACファイルを長さで検索

Similar
似ているファイルを曲名、歌手、アルバム名で検索します。
「MP3 songs」：MP3ファイルを検索
「AAC  songs」：AACファイルを検索
「MP3 and AAC songs」：MP3とAACファイルを検索
「MP3 and AAC songs by duration」：MP3とAACファイルを長さで検索

「iTunes Music」：iTunesに登録されている音楽ファイルを検索
Duplicate
内容が同じファイルを曲名、歌手、アルバム名とファイル内容で検索します。
「MP3 songs」：MP3ファイルを検索
「AAC  songs」：AACファイルを検索
「MP3 and AAC songs」：MP3とAACファイルを検索
「MP3 and AAC songs by duration」：MP3とAACファイルを長さで検索
「File Attributes」：ファイルサイズと内容で検索

Similar



似ているファイルを曲名、歌手、アルバム名で検索します。
「MP3 songs」：MP3ファイルを検索
「AAC  songs」：AACファイルを検索
「MP3 and AAC songs」：MP3とAACファイルを検索
「MP3 and AAC songs by duration」：MP3とAACファイルを長さで検索
「File Attributes」：ファイルサイズと内容で検索

「Application」：重複しているアプリケーションを検索

「Other Files and Packages」：その他の重複しているファイルを検索
Duplicate
ファイル名が異なっていても、内容が同じ重複しているファイルを検索します。
「Mail messages」：メールファイルを検索
「Movie files」：ムービーファイルを検索
「PDFs」：PDFファイルを検索
「All files kinds」：すべてのファイルを検索

Similar
似ているファイルを検索します。名前、変更日、作成日とサイズで重複している
ファイル検索します。
「Mail messages」：メールファイルを検索
「Movie files」：ムービーファイルを検索
「PDFs」：PDFファイルを検索
「All files kinds」：すべてのファイルを検索

「Miscellaneous collection」：ハードディスクの整理に役に立つ検索機能
「Empty File」：内容がない（サイズが「０」）ファイルを検索
「Empty Folders」：内容がない（サイズが「０」）フォルダを検索
「A month unmodified cache」：一ヶ月間変更されていないキャッシュファイル

を検索。（ファイルの場所を変えないで下さい。）
「A month unmodified log files」：一ヶ月間変更されていないログファイルを検

索。（フィアルの場所を変えないで下さい。）
「A month unmodified preferences files」：一ヶ月間変更されていないプリファ

レンスファイルを検索。（ファイルの場所を変えないで下さい。）
「Temporary folder's contents」：テンポラリーフォルダの内容を検索。（フォ

ルダの場所を変えないで下さい。）
「Sparse for iTunes MP3 and AAC song files」：iTunesライブラリに登録され

ていない音楽ファイルを検索



「Sparse for iPhoto's JPEG files」：iPhotoライブラリに登録されていないJPEG
ファイルを検索

「Sparse for Apertures's JPEG files」：Apertureライブラリに登録されていな
いJPEGファイルを検索

「Email attachments」：メールの添付ファイルを検索

条件の初期化
設定した条件をすべて外したいときはウインドウの「Reset」ボタンをクリックし
てください。条件は初期化されます。

ファイル検索と処理
条件の設定が終わりましたら、ウインドウの下にある「Search」ボタンをクリック
します。
写真を検索している場合、下記の警告が表示されます。

Slowest (遅い）：写真のEXIFデータも比較します。検索が遅くなります。
Fastest (速い）：EXIFデータを比較しません。検索が速くなります。

検索が終わりましたら、見つかったファイルが表示されます。



リストに見つかったファイルが表示されます。表示されるファイルは左側のアイコ
ン（Basket）をクリックして変えられます。

「All items found」：すべての見つかったファイルを表示
「An item of each duplicate」：見つかって重複しているファイルの一つのみを

表示
「All but one item of each duplicate」：一つにファイルをのぞいて、すべての

見つかって重複しているファイルを表示

ファイル処理の仕方
処理したいファイルのチェックボックスをクリックします。チェックされたファイ
ルが処理の対象になります。下記の処理ができます。

削除
ウィンドウの上にある「Trash」アイコンをクリックします。メニューが表示され
ます。
「Selected items」：チェックされているものをゴミ箱に移す
「Content of selected basket」：選択されている左のアイコン（Basket）のす

べての項目をゴミ箱に移す

移動
ウィンドウの上にある「Move and copy」アイコンをクリックします。メニュー
が表示されます。
「Selected items」：チェックされているものを移動する



「Content of selected basket」：選択されている左のアイコン（Basket）のす
べての項目を移動する

メニュー項目を選択するとファイルダイアログが表示されます。移動したい場所を
指定して「Open」をクリックします。ダイアログが表示されます。「Continue」
をクリックします。

ファイルをCDに焼く
ウィンドウの上にある「Burn」アイコンをクリックします。ダイアログが表示され
ます。
「All items」：すべての項目をCDに焼く
「Flagged items」：チェックされている項目をCDに焼く
「Unflagged items」：チェックされていない項目をCDに焼く
「Continue」をクリックするとCDを焼くことができます。

書き出し
ウィンドウの上にある「Export」アイコンをクリックするとウインドウの内容を
HTMLファイルまたはテキストファイルとして書き出しで来ます。

詳細モード
メインウインドウの上にある「Switch Search Mode」をクリックするともっと詳
しく検索できる「詳細」モードに切り替えます。詳細モードの使い方については英
語マニュアルを参照して下さい。


