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任意のデバイスを使用する

AWS Management Console とは
AWS Management Consoleは、AWS リソースを管理するためのサービスコンソールの広範なコレクショ
ンで構成され、そのコレクションを参照するウェブアプリケーションです。最初にサインインすると、コ
ンソールのホームページが表示されます。各サービスコンソールにアクセスできるホームページは、AWS 
に関連するタスクを実行するために必要な情報にアクセスするための単一の場所として機能します。コン
ソールのホームのエクスペリエンスは、[最近アクセスしたサービス]、[AWS Health]、[Trusted Advisor] な
どのウィジェットを追加、削除、または再配置してカスタマイズすることもできます。

Note

言語選択オプションが新しい [Unified Settings] (統合設定) ページに移動しました。詳細について
は、「AWS Management Console の言語の変更 (p. 6)」を参照してください。

その一方で、個々のサービスコンソールは、クラウドコンピューティングのための様々なツールと、お客
様のアカウントおよび請求に関する情報を提供しています。

任意のデバイスを使用する
AWS Management Console はタブレットおよび他のデバイスで使用できるように設計されています。

• 横および縦のスペースは画面により多くの情報を表示するよう最大化できます。

 
• ボタンとセレクタはより大きく、タッチしやすくなっています。

AWS Management Console はまた、Android および iOS のアプリケーションとしても利用可能です。この
アプリケーションは完全なウェブ体験の補助として、モバイル関連の作業を行うのに適しています。例え
ば、携帯電話から既存のAmazon EC2 インスタンスと Amazon CloudWatch アラームを閲覧し、管理でき
ます。

Amazon Appstore、Google Play、または iTunes から AWS コンソールのモバイルアプリケーションをダ
ウンロードできます。
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ウィジェットの操作

AWS Management Console の設定
このトピックでは、AWS Management Console を設定する方法と、[Unified Settings] (統合設定) ページ
ですべてのサービスコンソールに適用されるデフォルトを設定する方法について説明します。また、AWS 
Console Home の新機能であるウィジェットについても説明します。ウィジェットを使用すると、AWS の
サービスとリソースに関する情報を追跡するカスタムコンポーネントを追加できます。

トピック
• ウィジェットの操作 (p. 2)
• 統合設定の指定 (p. 3)
• リージョンを選択する (p. 4)
• お気に入りの追加および削除 (p. 5)
• パスワードを変更する (p. 5)
• AWS Management Console の言語を変更する (p. 6)

ウィジェットの操作
新しいAWS Console Homeには、AWS 環境に関する重要情報を表示するウィジェットが含まれていま
す。また、サービスへのショートカットが用意されています。ウィジェットの追加と削除、再配置、また
はサイズの変更により、エクスペリエンスをカスタマイズできます。

ウィジェットを追加するには

1. ページの右上または右下にある [Add widgets] (ウィジェットの追加) ボタンを選択します。
2. [Add widgets] (ウィジェットの追加) メニューで、コンソールに追加するウィジェットを選択し、[Add] 

(追加) を選択します。

ウィジェットを削除するには

1. ウィジェットの右上隅に 3 つの縦のドットで表されるウィジェットのアクションメニューを選択しま
す。

2. [Remove widget] (ウィジェットの削除) を選択します。

ウィジェットを並べ替えるには

• ウィジェットの上部にあるタイトルバーを選択し、ウィジェットをページ上の新しい場所にドラッグ
します。

ウィジェットのサイズを変更するには

1. ウィジェットの右上隅に 3 つの縦のドットで表されるウィジェットのアクションメニューを選択しま
す。

2. [Change size] (サイズ変更) を選択します。
3. [Change size] (サイズ変更) メニューで、このウィジェットで希望するビューを選択し、[Change size] 

(サイズ変更) を選択します。

Note

[AWS を試す] などいくつかのウィジェットでは、サイズ変更はサポートされていません。
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統合設定の指定

[Extended view] (拡張ビュー) は、小さい画面ではサポートされていません。

ウィジェットの整理と設定からやり直す場合は、AWS Console Home ページをデフォルトのレイアウトに
リセットできます。これにより、変更が AWS Console Home レイアウトに戻り、すべてのウィジェット
がデフォルトの場所とサイズに復元されます。

ページをデフォルトレイアウトにリセットするには

1. ページの右上にある[デフォルトレイアウトにリセット] ボタンを選択します。
2. [リセット] を選択して、このアクションを確認します。

Note

これにより、AWS Console Home ページのレイアウトに対するすべての変更が戻されます。

統合設定の指定
AWS Management Console から、表示、言語、リージョンなどの設定やデフォルトを構成できます。これ
らの変更は、すべてのサービスコンソールに適用されます。

統合設定にアクセスするには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションバーで、アカウント名をクリックします。
3. [設定] を選択して [Unified Settings] (統合設定) ページを開きます。

4. [Reset all] (すべてリセット) を選択すると、統合設定のすべての設定が削除され、設定がデフォルト
に戻ります。
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リージョンを選択する

これは、ナビゲーションや [サービス] メニューのお気に入りのサービス、コンソールホームウィ
ジェットや AWS Console Mobile Application の最近アクセスしたサービス、およびデフォルト言
語、デフォルトリージョン、ビジュアルモードなど、サービス全体に適用されるすべての設定を含
む、AWS のさまざまな領域に影響します。

5. 目的の設定の横にある [編集] を選択します。

• ローカリゼーションとデフォルトのリージョン:
• [言語] では、コンソールテキストのデフォルト言語を選択できます。
• [デフォルトのリージョン] では、ログインするたびに適用されるデフォルトのリージョンを選択

できます。アカウントで使用可能なリージョンはどれでも選択できます。デフォルトとして最後
に使用したリージョンを選択することもできます。

AWS Management Consoleでのリージョンルーティングの詳細については、「リージョンの選
択 (p. 4)」を参照してください。

• [表示:]
• [Favorite bar display] (お気に入りのバーの表示) では、[Favorites] (お気に入り) バーの表示を切り

替えて、完全なサービス名とアイコンを表示するか、サービスのアイコンのみを表示します。
• [Visual mode] (ビジュアルモード) では、コンソールをライトモード、ダークモード、またはブラ

ウザのデフォルトの表示モードに設定できます。

ダークモードはベータ機能であり、AWS のすべてのサービスコンソールに適用されるわけではあ
りません。

• 設定管理:
• [Remember recently visited services] (最近アクセスしたサービスを記憶する) では、最近アクセス

したサービスをAWS Management Consoleで記憶するかどうかを選択できます。これをオフにす
ると、最近アクセスしたサービスの履歴も削除され、[サービス] メニュー、AWS Console Mobile 
Application、およびコンソールホームウィジェットに、最近アクセスしたサービスが表示されな
くなります。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Important

設定、お気に入りのサービス、最近アクセスしたサービスがグローバルに保持されるようにする
ため、このデータは、デフォルトで無効になっているリージョンを含めて、すべての AWS リー
ジョンに保存されます。対象となるリージョンは、アフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィッ
ク (香港)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、欧州 (ミラ
ノ)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、中東 (バーレーン)、および中東 (UAE) です。アクセ
スするには、引き続きリージョンを手動で有効 (p. 4)にし、そのリージョンでリソースを作
成して管理する必要があります。このデータをすべての AWS リージョンに保存しない場合は、
[Reset all] (すべてリセット) を選択して設定をクリアし、設定管理で最近アクセスしたサービスを
記憶しないようにします。

リージョンを選択する
多くのサービスでは、リソースの管理先となる AWS リージョンを選択できます。リージョンとは、同
じ地域内にある AWS リソースのセットです。AWS Management Console、または AWS Identity and 
Access Management などの一部のサービスでは、リージョンを選択する必要はありません。AWS リー
ジョン の詳細については、AWS General Reference の「Managing AWS リージョン」を参照してくださ
い。

リージョンを選択するには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
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お気に入りの追加および削除

2. サービスを選択 (p. 8)して、そのサービスのコンソールにアクセスします。
3. ナビゲーションバーで、現在表示されているリージョン名を選択します。切り替え先となるリージョ

ンを選択します。

既定のリージョンを選択するには

1. デフォルトのリージョンを選択するには、ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから [設定]
を選択し、[統一された設定] ページに移動します。

2. [ローカリゼーションとデフォルトのリージョン] の横にある [編集] を選択します。
3. デフォルトのリージョンを選択し、[設定を保存] を選択します。デフォルトのリージョンを選択しな

い場合、最後にアクセスしたリージョンがデフォルトになります。

Note

作成した AWS リソースがコンソールに表示されない場合、コンソールには別のリージョンのリ
ソースが表示されている可能性があります。一部のリソース (Amazon EC2 インスタンスなど) 
は、そのリソースが作成されたリージョンに固有です。これらを表示するには、リージョンセレ
クターを使用してリソースを含むリージョンを選択します。

お気に入りの追加および削除
頻繁に使用するサービスにすばやくアクセスするには、サービスコンソールを [Favorites] (お気に入り) リ
ストに保存できます。

Note

お気に入りは現在、ブラウザの cookie に保存されています。コンソールセッション間で cookie 
を削除すると、[Favorites] (お気に入り) リストは消去されます。

[お気に入り] のリストにサービスを追加するには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションバーで [サービス] を選択します。
3. [最近アクセスした] リストまたは [すべてのサービス] のリストで、お気に入りとして追加するサービ

ス名の上で一時停止します。
4. サービス名の左側にある星印をクリックします。
5. 上記の 2 つのステップを繰り返して、その他のサービスも [お気に入り] のリストに追加できます。

[お気に入り] のリストからサービスを削除するには

1. ナビゲーションバーで [サービス] を選択します。
2. 次のいずれかを実行します。

• [お気に入り] のリストで、サービスの名前の上で一時停止します。次に、サービス名の右側に表示
された [x] をクリックします。

• [最近アクセスした] リストまたは [すべてのサービス] リストで、[お気に入り] のリストのサービス
名の横の星印の選択を解除します。

パスワードを変更する
アカウント所有者は、AWS Management Console から AWS アカウントパスワードを変更できます。
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AWS Management Console の言語を変更する

パスワードを変更するには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションバーで、アカウント名をクリックします。
3. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。
4. 表示されるオプションは、AWS アカウント タイプによって異なります。コンソールに表示されてい

る手順に従って、パスワードを変更します。
5. 現在のパスワードを 1 回、そして新しいパスワードを 2 回入力します。

新しいパスワードは 8 文字以上にする必要があります。また、次の文字を含める必要があります。

• 少なくとも 1 つの記号
• 少なくとも 1 つの数値
• 少なくとも 1 つの大文字
• 少なくとも 1 つの小文字

6. [Change Password] (パスワードの変更) または [Save changes] (パスワードの保存) を選択します。

AWS Management Console の言語を変更する
AWS Console Home エクスペリエンスには、AWS Management Console で AWS のサービスの表示言語
を変更できる新しい設定ページが含まれます。これは、 コンソールのどこからでも変更できます。

Note

この手順では、すべてのコンソールの言語が変更されますが、AWS ドキュメントの言語は変更さ
れません。ドキュメントに使用される言語を変更するには、すべてのドキュメントページの右上
隅にある言語メニューを使用します。

AWS Management Consoleは現在、次の言語をサポートしています。

• 英語 (米国)
• 英語 (英国)
• バハサインドネシア語
• ドイツ語
• フランス語
• 日本語
• スペイン語
• イタリア語
• ポルトガル語
• 韓国語
• 簡体字中国語
• 繁体字中国語

コンソール言語を変更するには

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションバーで、アカウント名をクリックします。
3. [設定] を選択して [Unified Settings] (統合設定) ページを開きます。
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AWS Management Console の言語を変更する

4. [統一された設定] で [ローカリゼーションとデフォルトのリージョン] の横にある [編集] を選択しま
す。

5. コンソールで使用する言語を選択し、[設定を保存] を選択します。

Note

希望する言語を選択すると、すべての AWS サービスのコンソールテキストがその言語で表
示されます。
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サービスの使用を開始する
AWS Management Console には、個々のサービスコンソールに移動する複数の方法があります。

サービスのコンソールを開くには

次のいずれかを実行します。

• ナビゲーションバーで、サービスの名前の全部または一部を入力します。[サービス] で、検索結果の
リストから必要なサービスを選択します。詳細については、「製品、サービス、機能などを検索す
る (p. 9)」を参照してください。

• [最近アクセスしたサービス] ウィジェットで、サービス名を選択します。
• [最近アクセスしたサービス] ウィジェットで、[すべての AWS のサービスを表示] を選択します。次に、

[すべての AWS のサービス] ページで、サービス名を選択します。
• ナビゲーションバーで、サービスの詳細なリストを開くには、[サービス] を選択します。次に、[最近ア

クセスした] または [すべてのサービス] でサービスを選択します。

Version 1.0
8

https://console.aws.amazon.com/


AWS Management Console 入門ガイド

製品、サービス、機能などを検索す
る

ナビゲーションバーの検索ボックスは、AWS サービス、機能、サービスドキュメント、AWS Marketplace 
を見つけるための統一された検索ツールです。いくつかの文字を入力するだけで、これらすべてのカテゴ
リの結果が表示されます。入力する文字数が多いほど、検索結果は絞り込まれます。

サービス、機能、ドキュメント、または AWS Marketplace 製品を検索するには

1. AWS Management Console のナビゲーションバー上の検索ボックスに、検索する語句のすべてまたは
一部を入力します。

2. 検索を絞り込み、詳細を表示するには、次のいずれかを実行します。

• 目的のコンテンツの種類で検索結果を絞り込むには、左側のカテゴリの 1 つを選択します。
• 特定のカテゴリの結果を表示するには、各カテゴリ見出しの横の [n 件すべての結果を表示する] を

選択します。メインの結果リストに戻るには、左上隅の [戻る] をクリックします。
• サービスの一般的な機能にすばやく移動するには、検索結果のサービス名の上で一時停止し、リン

クをクリックします。
• ドキュメントまたは AWS Marketplace 結果の詳細を取得するには、検索結果のタイトル上で一時停

止します。
3. リンクをクリックすると、目的のサービス、トピック、または AWS Marketplace ページに移動しま

す。

Tip

キーボードを使用して、上位の検索結果にすばやく移動することもできます。まず、[Alt+s] 
(Windows) または[Option+s] (macOS) キーを押して検索バーにアクセスします。次に、検索する
語句を入力します。意図した結果がリストの最上部に表示されたら、[Enter] キーを押します。例
えば、Amazon EC2 コンソールにすばやく移動するには、「ec2」と入力し、[Enter] キーを押し
ます。
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Console Toolbar での AWS 
CloudShell の起動

AWS CloudShell はブラウザベースの事前に認証されたシェルで、Console Toolbar の AWS Management 
Consoleから直接起動できます。ご希望のシェル (Bash、PowerShell、または Z シェル) を使用して、 
サービスに対して AWS CLI コマンドを実行できます。

次の 2 つの方法のうちの 1 つを使用して、Console Toolbar から CloudShell を起動することができます。

• コンソールの左下にある CloudShell アイコンを選択します。
• コンソールナビゲーションバーで、CloudShell アイコンを選択します。

このサービスの詳細については、AWS CloudShell ユーザーガイドを参照してください。

AWS CloudShell が使用可能な AWS リージョンについては、「AWS リージョン別のサービス表」を参照
してください。コンソールリージョンの選択は CloudShell リージョンと同期しています。選択したリー
ジョンで CloudShell が利用できない場合、CloudShell は最も近いリージョンで実行されます。

Version 1.0
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請求情報を取得する
必要なアクセス権限を持っている場合、コンソールから AWS の料金に関する情報を取得できます。

請求情報を取得するには

1. ナビゲーションバーで、アカウント名を選択します。
2. [Billing Dashboard] (請求ダッシュボード) をクリックします。
3. AWS Billing and Cost Management ダッシュボードを使用して、毎月の使用量の概要と内訳を表示し

ます。詳細については、「AWS Billing ユーザーガイド」を参照してください。

Version 1.0
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段落、線の間隔、および水平線

コンソールでの Markdown の使用
Amazon CloudWatch など、AWS Management Consoleの一部のサービスでは、特定のフィールドで
Markdown の使用がサポートされます。このトピックでは、コンソールでサポートされている Markdown 
のフォーマットのタイプについて説明します。

目次
• 段落、線の間隔、および水平線 (p. 12)
• ヘッダー (p. 12)
• テキストのフォーマット (p. 13)
• リンク (p. 13)
• リスト (p. 13)
• 表とボタン (CloudWatch ダッシュボード) (p. 14)

段落、線の間隔、および水平線
段落は空白行で区切ります。HTML に変換されたときに段落間の空白行が確実にレンダリングされるよ
うにするには、改行しないスペース (&nbsp;) を含む新しい行を追加し、それに続けて空白行を追加しま
す。次の例のように、複数の空白行を 1 つずつ挿入するには、この行のペアを繰り返します。

&nbsp; 
      
&nbsp;

段落を区切る水平の罫線を作成するには、3 つの連続したハイフン (---) を含む新しい行を追加します。

Previous paragraph.
---
Next paragraph.

等幅タイプのテキストブロックを作成するには、3 つのバックティック (`) を含む行を追加します。等幅タ
イプで表示するテキストを入力します。次に、3 つのバックティックを含む別の新しい行を追加します。
次の例は、表示時に等幅に変換されるテキストを示しています。

```
This appears in a text box with a background shading.
The text is in monospace.
```

ヘッダー
見出しを作成するには、シャープ記号 (#) を使用します。1 つのシャープ記号とスペースは、トップレベル
の見出しを示します。2 つのシャープ記号を使用すると第 2 レベルのヘッダーが作成され、3 つのシャー
プ記号を使用すると第 3 レベルのヘッダーが作成されます。次の例は、最上位レベル、第 2 レベル、第 3 
レベルの見出しを示しています。

Version 1.0
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テキストのフォーマット

 # Top-level heading

 ## Second-level heading

 ### Third-level heading

テキストのフォーマット
テキストを斜体でフォーマットするには、両端を 1 つのアンダースコア ( _ ) またはアスタリスク (*) で囲
みます。

*This text appears in italics.*

テキストを太字でフォーマットするには、両端を 2 つのアンダースコアまたは 2 つのアスタリスクで囲み
ます。

**This text appears in bold.**

テキストを取り消し線でフォーマットするには、両端を 2 つのチルダ (~) で囲みます。

~~This text appears in strikethrough.~~

リンク
テキストのハイパーリンクを追加するには、角かっこ ([ ]) で囲まれたリンクテキストを入力します。その
後に、かっこで囲んだ完全な URL (( )) を入力します。次に例を示します。

Choose [link_text](http://my.example.com).

リスト
行を箇条書きの一部としてフォーマットするには、1 つのアスタリスク (*) に続いてスペースで始まる別々
の行に追加します。次に例を示します。

Here is a bulleted list:
* Ant
* Bug
* Caterpillar

行を番号付きリストの一部としてフォーマットするには、別々の行に、数値、ピリオド (.)、およびスペー
スで始まる行に追加します。次に例を示します。

Here is a numbered list:
1. Do the first step
2. Do the next step
3. Do the final step

Version 1.0
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表とボタン (CloudWatch ダッシュボード)

表とボタン (CloudWatch ダッシュボード)
CloudWatch ダッシュボードテキストウィジェットは Markdown テーブルとボタンをサポートしていま
す。

表を作成するには、縦棒 (|) を使用して列を区切り、新しい行を使用して行を区切ります。最初の行をヘッ
ダー行にするには、ヘッダー行と、値の最初の行の間に行を挿入します。次に、表の各列に少なくとも 3 
つのハイフン (-) を追加します。縦棒を使用して列を区切ります。次の例は、2 つの列、ヘッダー行、およ
び 2 行のデータを含む表の Markdown を示しています。

Table | Header
----|-----
Amazon Web Services | AWS
1 | 2

前の例の Markdown テキストでは、以下の表が作成されます。

テーブル ヘッダー

Amazon Web Services AWS

1 2

CloudWatch ダッシュボードテキストウィジェットでは、ボタンとして使用されるハイパーリンクを
フォーマットすることもできます。ボタンを作成するには、[button:Button text] を使用し、その後
に、かっこで囲んだ完全な URL (( )) を入力します。次に例を示します。

[button:Go to AWS](http://my.example.com)  
[button:primary:This button stands out even more](http://my.example.com) 
                  

Version 1.0
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ページが正しく読み込まれない

トラブルシューティング
AWS Management Console での一般的な問題については、このセクションを参照して解決策を見つけてく
ださい。

ページが正しく読み込まれない
• この問題がたまにしか発生しない場合は、インターネット接続を確認してください。別のネットワーク

経由で、または VPN あり/なしでの接続を試みます。
• プライバシーブラウザ拡張機能またはセキュリティファイアウォールを使用している場合は、AWS 

Management Console によって使用されているドメインへのアクセスをブロックしている可能性があり
ます。これらの拡張機能をオフにするか、ファイアウォールの設定の調整をお勧めします。接続の問題
を確認するには、お使いのブラウザのデベロッパーツール (Chrome、Firefoxの) をクリックし、[コン
ソール] タブに表示されたエラーを確認します。

• AWSAmazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) に接続するネットワークを使用している場合、AWS 
PrivateLink を通じて利用可能なサービスにアクセスする権限があることを確認してください。AWS 
Management Console は、ブラウザからサービスエンドポイントと独自のウェブサーバーの両方に直接 
API コールを行います。IAM ポリシーと Amazon VPC エンドポイントポリシーが、ブラウザからのアク
セスを許可していることを確認してください。詳細については、「AWS PrivateLink」、「IAM でのポリ
シーとアクセス許可」、および「VPC エンドポイントポリシー」を参照してください。

Note

aws:SourceIp などの AWS グローバル条件キーは、VPC エンドポイントポリシーでは使用でき
ません。詳細については、VPC エンドポイントおよび VPC エンドポイントサービスの Identity 
and Access Management を参照してください。

Warning

2022 年 7 月 31 日から、AWS は Internet Explorer 11 のサポートを中止しました。AWS 
Management Console を、サポートされている他のブラウザと併用することをお勧めします。詳
細については、AWSニュースブログを参照してください。

目的のウィジェットが AWS Console Home ウィ
ジェットに含まれていない

目的のウィジェットが AWS Console Homeにない場合は、新しいウィジェットを提案できます。AWS は
提案を定期的に確認し、今後のアップデートで新しいウィジェットを AWS Management Consoleに追加す
ることがあります。提案するには、ページの左下にある [Want to see another widget? Tell us!] (別のウィ
ジェットをご希望の場合は、お知らせください) を選択します。

AWS Management Console に接続すると、ブラウ
ザにタイムアウトエラーが表示される

通常 AWS Management Console にアクセスする AWS リージョン でサービス停止が発生した場合、コン
ソールに接続しようとすると、ブラウザに 504 Gateway Timeout というエラーが表示される場合がありま
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AWS Management Console の言語を変更したい

が、ページ下部の言語選択メニューが見つからない

す。別のリージョンから AWS Management Console にログインするには、URL に別のリージョンのエン
ドポイントを指定します。例えば、us-west-1 (北カリフォルニア) リージョンでサービス停止があった
場合に、us-west-2 (オレゴン) リージョンにアクセスするには、次のテンプレートを使用します。

https://region-code.console.aws.amazon.com

詳細については、AWS 全般のリファレンスガイドの「AWS Management Consoleサービスエンドポイン
ト」を参照してください。

AWS Management Console の言語を変更したい
が、ページ下部の言語選択メニューが見つからない

言語選択メニューは新しい [Unified Settings] (統合設定) ページに移動しました。AWS Management 
Console の言語を変更するには、[Unified Settings] (統一設定) ページに移動 (p. 3)してから、コンソールの
言語を選択します。

詳細については、AWS Management Console の言語の変更 (p. 6)を参照してください。

Version 1.0
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ドキュメント履歴
以下の表は、AWS Management Console 入門ガイドの 2021 年 3 月以降の重要な変更点をまとめたもので
す。

変更 説明 日付

統合設定の指定 言語や地域など、現在のユー
ザーに適用される設定とデフォ
ルト値を設定するための新しい
設定ページ。詳細については、
「統合設定の指定 (p. 3)」を参照
してください。

2022 年 4 月 6 日

AWS Console Homeの新しい UI 重要な使用状況情報と、AWS の
サービスへのショートカットを
表示するためのウィジェットが
含まれた、AWS Console Home
の新しい UI。詳細については、
「ウィジェットの操作 (p. 2)」を
参照してください。

2022 年 2 月 25 日

コンソールの言語の変更 AWS Management Consoleの別
の言語を選択します。詳細につ
いては、「AWS Management 
Console の言語の変更 (p. 6)」を
参照してください。

2021 年 4 月 1 日

CloudShell の起動 AWS Management Consoleから 
AWS CloudShell を開き、AWS 
CLI コマンドを実行します。詳細
については、「AWS CloudShell 
の起動 (p. 10)」を参照してくだ
さい。

2021 年 3 月 22 日
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AWS用語集
最新の用AWSの用語については、AWS用語集()AWSの全般的なリファレンス。
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