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メディアプレイヤーについて
本体やメモリカードに保存した音楽や動画は、メディアプレイ
ヤーで再生します。プレイリストを使って、お好みの選曲集を
作ることもできます。
プレイリストについて（ZP.7-8）


利用時のご注意
メディアプレイヤー

7

ファイルの形式やメモリカードの状態、保存方法などによって再

生できないことがあります。
電池残量が不足していると再生できません。

再生中はイルミネーションが点滅します。点滅は消せません。

再生中に電話がかかってきたりアラームの設定時刻になったり電

池残量が不足すると、再生は停止します。
再生中にメールを受信しても着信音は鳴りません。１秒間の振動

とともにイルミネーションが点滅し、画面最上段に新着メール受
信をお知らせするテロップが30秒間流れます。
再生中に充電すると、着信／充電ランプが点灯し、再生中イルミ

ネーションは点灯しなくなります。

著作権保護ファイルの利用について

ダウンロードした音楽／動画ファイルには、著作権保護設定によ
り再生や転送、保存などが制限されているものがあります。著作
権保護ファイルの利用には、コンテンツ・キーの取得が必要な場
合があります。（ZP.8-6）
有効期限や使用可能回数などの著作権保護に関する制限を持つ場
合、プロパティ（ZP.7-8）で確認できます。
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パソコンでの音楽データ保存について

パソコンを使ってメモリカードまたは本体に音楽データを保存し
本機で利用するときは、次の点にご注意ください。
著作権などにご注意ください。

・ご利用にあたっては、著作権などの第三者知的財産権その他
の権利を侵害しないようご注意ください。
・メモリカード内に保存した音楽は、個人使用の範囲だけでご
使用ください。
メモリカードに音楽データを保存するときは、指定のフォルダ

に保存してください。（ZP.8-17）

音楽／動画のダウンロード
音楽（着うた®／着うたフル®）／動画を
ダウンロードする
インターネットに接続して、音楽（着うた®／着うたフル®）や
動画をダウンロードできます。
ご利用にあたっては、音楽や動画の提供サイトの情報（料金や有

効期限など）を必ずご確認ください。

1

音楽（着うた®／着うたフル®）のダウンロード

オーディオ7Y!ケータイで探す7
動画のダウンロード

ムービー7Y!ケータイで探す7

曲名やアーティスト名で検索して、音楽をダウンロードできま
す。

メインメニューから メディア4オーディオ
4ミュージックサーチ

1

以降は画面指示に従って音楽ファイルを検索し、ダウンロード
してください。
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メインメニューから メディア

ミュージックサーチで音楽を検索する

インターネットに接続され、ダウンロードサイトが表示されま
す。
以降はジャンルやサイトなどを選択し、ダウンロードしてくだ
さい。
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メディアプレイヤーの利用

音楽を再生する（オーディオプレイヤー）

再生中の画面の見かた

■■ 再生できるファイル

MPEG-4
ファイル

メディアプレイヤー

7

タイトル
アーティスト名
プログレスバー

ファイル番号／
総ファイル数
音量

再生経過時間／総再生時間

再生モードアイコン

再生モード設定の確認ができます。
全ファイル再生

連続再生

1ファイル再生

ランダム再生

1ファイルリピート
再生モードを変更するには（ZP.7-7）

お知らせ

ファイルによって、タイトルやアーティスト名を表示できない場

合があります。
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ファイルの種類
AMR-NB
AAC-LC
aacPlus
Enhanced aacPlus
SMC

拡張子
.3gp
.mp4
.m4a
.smc

上記のファイルでも、ファイルによって再生できない場合があり

ます。
著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがありま

す。

音楽を聴きながら他の機能を利用する
（バックグラウンド再生）

メインメニューから メディア4オーディオ

1

項目を選択（下記参照）

項目
全曲リスト
ミュージック

プレイリスト

メモリカード内の音楽を再生する場合は、

を選択します。

2
3

でメモリカードタブ

音楽ファイルを選択
選択した音楽ファイルが再生されます。
再生中の操作について（ZP.7-7）

終了するときは、L／S[戻る]7S[NO]
確認画面でKを押すと、再生画面に戻ります。

■■ 再生位置を変える

＞＞ 再生中にA[メニュー]7再生位置指定7再生位置の時間を入力

音楽を聴きながら電話帳やメール、インターネットなどの機能
が利用できます。

1

オーディオプレイヤーで曲を再生中に
K／S[戻る]7
バックグラウンド再生を終了するには：待受画面でL7

お知らせ

S!アプリなど、同時に利用できない機能があります。

バックグラウンド再生中は音量や再生モードの変更などの操作は

できません。
メインメニューから

メディア4オーディオ4再生画面を表示
4K／S[戻る]4S[NO]でも再生を終了できます。

SMCファイルを再生する

7
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着うた

操作・補足
保存されているすべてのオーディオプレイヤー対
応音楽ファイルから選択します。
ミュージックフォルダに保存されているすべての
オーディオプレイヤー対応音楽ファイルから選択
します。
着うた・メロディフォルダに保存されているすべ
てのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから
選択します。
お好みで選択し、分類した音楽ファイルから選択
します。
＞＞ プレイリストを選択

SMC (Softbank Music Content) ファイルは、再生と同時
にCDジャケットや歌詞の表示ができます。.
SMCファイルを再生すると、1枚目のジャケットが表示されま
す。
画面に「

」が表示されている場合は、Pでジャケット画面と
歌詞画面を切り替えられます。
H／Gでジャケット画面や歌詞画面を前後に切り替えられま

す。
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動画を再生する（ムービープレイヤー）
■■ 再生できるファイル
ファイルの種類
MPEG-4
H.263

メディアプレイヤー
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拡張子
.3gp
.mp4

再生できる動画のサイズは、Sub-QCIF,

QCIF, QVGA, CIFサイ
ズと、ソフトバンク携帯電話で撮影したS!メール添付用のサイズ
です。
QVGAサイズの動画を再生すると、フルスクリーン表示（Z右

記）になり、画像が右に90度回転します。Pを押すと、通常の
再生画面になります。
上記のファイルでも再生できない場合があります。

著作権保護ファイルには、他の拡張子のものもあります。


メインメニューから メディア4ムービー

1

項目を選択（下記参照）

項目
全ムービー
リスト
ムービー
フォルダ
プレイリスト

操作・補足
保存されているすべてのムービープレイヤー対応
動画ファイルから選択します。
ムービーフォルダに保存されているすべてのムー
ビープレイヤー対応動画ファイルから選択します。
お好みで選択し、分類した動画ファイルから選択
します。
＞＞ プレイリストを選択

メモリカードやビデオカメラフォルダ内の動画を再生する場合は、

でそれぞれのタブを選択します。

2
3

動画ファイルを選択
選択した動画ファイルが再生されます。
再生中の操作について（ZP.7-7）

終了するときは、L

フルスクリーンで動画を再生するには

動画再生中にPを押すと表示が90度回転し、フルスクリーン
（全画面）で再生されます。
もう一度Pを押すと、通常の再生画面に戻ります。

フルスクリーン表示中にTを押すと、画面が180度回転しま

す。もう一度Tを押すと元に戻ります。
フルスクリーン表示された方向は記憶されます。最後にフルス

クリーン表示された方向で次回も表示を開始します。
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再生中の操作

再生に関する機能
■■ 再生モードを変更する

音量を調節する※1
再生中のファイルを最初から.
再生する
前のファイルを再生する

再生開始から3秒以内の場合は

前のファイルを再生します。
2回（再生開始から3秒以内
の場合は1回）

次のファイルを再生する
（長押し）

早送りする※2

（長押し）

一時停止／再開する
再生を終了する

音楽：S2回／L7S
動画：S／L

次のジャケット／歌詞を見る※3

H

前のジャケット／歌詞を見る※3

G

ジャケット／歌詞の表示を切り
替える※3

P

画像をフルスクリーン.
表示する※4

P

フルスクリーン表示中に画面を
180度回転させる※4

T

項目
操作・補足
全ファイル再生 選択したフォルダ／プレイリスト内すべての音楽
または動画ファイルのうち、選択したファイルか
らリストの末尾のファイルまでを再生します。
1ファイル再生 選択した1つの音楽または動画ファイルを再生し
ます。
1ファイル.
選択した1つの音楽または動画ファイルを繰返し
リピート
再生します。
連続再生
選択したフォルダ／プレイリスト内すべての音楽
または動画ファイルを繰返し再生します。
ランダム再生
選択したフォルダ／プレイリスト内すべての音楽
または動画ファイルを無作為に選択して再生しま
す。
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早戻しする※2

《お買い上げ時》全ファイル再生
設定した再生モードは再生画面で確認できます。

（再生モードアイコンZP.7-4）
変更した再生モード設定は保存され、次回メディアプレイヤーを

起動したときも同じ設定で再生を行います。
メインメニューから メディア4オーディオ／ムービー
4再生モード設定4項目を選択（下記参照）

※1 音
 量を変更すると、次回起動したときも変更した音量で再生を
行います。
※2 データフォルダなどの他の機能から再生した場合は、早戻し／
早送りができない場合があります。
※3 SMCファイルの再生中のみ操作できます。
※4 動画の再生中のみ操作できます。
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■■ 再生中に利用できる機能

＞＞ ファイルを再生中にA[メニュー]7項目を選択（下記参照）

メディアプレイヤー

7

項目
再生／一時停止
再生モード設定
歌詞表示／ジャ
ケット表示※1
ジャケット送り
／歌詞送り※1
ジャケット戻し
／歌詞戻し※1
フルスクリーン
（ムービー）／
ノーマルスク
リーン※2
上下反転（フル
スクリーン時）
※2

再生位置指定
URLに接続※3
プロパティ
ヘルプ

操作・補足
ファイルを再生／一時停止します。
再生方法を選択します。（ZP.7-7）
歌詞またはジャケットを表示します。
次のジャケット／歌詞を表示します。
前のジャケット／歌詞を表示します。

メディアプレイヤーで再生可能な音楽／動画ファイルを、.
プレイリストに登録して分類できます。.
プレイリストに登録するファイルは、着うた・メロディ／ミュー
ジック／ムービーフォルダ内に保存されているファイルから.
選択します。プレイリストには分類したファイルを呼び出して
再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所
は変わりません。
お知らせ

動画ファイルを再生するときの表示サイズを選択
します。

動画ファイルをフルスクリーン表示中に画面を
180度回転します。
入力した再生時間の位置から再生します。
インターネットに接続します。音楽ファイル再生
中は、接続中にバックグラウンド再生を行います。
ファイル情報の詳細を表示します。
再生中のボタン操作を表示します。

※1 SMCファイルの再生中のみ操作できます。
※2 動画の再生中のみ操作できます。
※3 ファイルによっては選択できません。
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プレイリストを利用する

音楽ファイルと動画ファイルが混在するプレイリストは作成でき

ません。また、本体とメモリカードそれぞれに保存されている
ファイルが混在するプレイリストを作成することもできません。
ファイルによって、プレイリストに登録できない場合がありま

す。

新しいプレイリストを作成する

プレイリストに関する機能

本体とメモリカードにそれぞれ最大30件まで作成できます。

1つのプレイリストには最大99曲まで登録できます。


メインメニューから メディア4オーディオ／ムービー
4プレイリスト

2

プレイリスト名を入力

3
4

プレイリスト一覧の先頭に追加されま
す。

プレイリストを選択7
A[メニュー]7追加

プレイリスト一覧画面

音楽プレイリストにファイルを
追加する

ミュージック／着うた7ファイルを選択

＞＞ メインメニューから メディア4オーディオ／ムービー
4プレイリスト4（プレイリストを選んで）A[メニュー]4
項目を選択（下記参照）
項目
操作・補足
選択
プレイリストを選択します。
再生モード設定 プレイリストの再生方法を変更します。
（ZP.7-7）
プレイリスト
プレイリストを新規作成します。（Z左記）
作成
プレイリスト
プレイリストの名前を変更します。
＞＞ プレイリスト名を変更
名変更
削除
プレイリストを削除します。（ZP.7-10）

■■ プレイリストの再生順序を変える

＞＞ メインメニューから メディア4オーディオ／ムービー
4プレイリスト4プレイリストを選択4ファイルを選んで
A[メニュー]4再生順変更4位置を選択
選択した位置の上に移動します。
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1

A[メニュー]7プレイリスト作成

■■ プレイリスト一覧画面で利用できる機能

動画プレイリストにファイルを追加する

ファイルを選択
プレイリストから再生するには（ZP.7-5、P.7-6）
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プレイリスト／ファイルを削除する
共通操作

メインメニューから メディア4オーディオ／
ムービー4プレイリスト

■■ プレイリストを削除する

＞＞ 各項目の操作（下記参照）
項目

メディアプレイヤー

7

＞＞ プレイリストを選んでA[メニュー]7削除7
1件7A[YES]

複数削除する

＞＞ A[メニュー]7削除7複数選択7プレイリスト
にチェック7A[OK]7A[YES]

全件削除する

＞＞ A[メニュー]7削除7全件7A[YES]7
操作用暗証番号を入力

■■ プレイリスト内のファイルを削除する

＞＞ プレイリストを選択7各項目の操作（下記参照）
項目
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操作・補足

1件削除する

操作・補足

1件削除する

＞＞ ファイルを選んでA[メニュー]7削除71件
7A[YES]

複数削除する

＞＞ A[メニュー]7削除7複数選択7
ファイルにチェック7A[OK]7A[YES]

全件削除する

＞＞ A[メニュー]7削除7全件7A[YES]7
操作用暗証番号を入力

