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SD

SD-Audio
SD

WMA
WMA

SD WMA

SD-Video
SD

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

.メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

音楽／動画について

音楽／動画再生時のご注意

.データ状態や保存方法、メモリカードの

状態によっては、本機で再生できない音

楽／動画があります。

.再生中に電話がかかってきたとき、再生

は停止します。

.電池残量が不足しているときは、再生で

きません。また、再生中に電池残量が不

足すると、再生は中止されます。

.スピーカーで再生するとき、再生する音

楽／動画や再生音量によっては、ひずん

だように聴こえることがあります。この

ときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

.パソコンから取り込んだファイルは、着

信音や効果音には、設定できません。
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1

インターネットに接続して音楽を入手（ダ

ウンロード）します。

.提供サイトの情報（料金や有効期限などの

詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1「MENU」|%S　

「メディアプレイヤー」

2「ミュージック」

3「ミュージックダウンロード」

.このあと、ジャンルなどを選び、ダウ

ンロードしてください。

1「MENU」|%S　

「メディアプレイヤー」

2「ムービー」

3「ムービーダウンロード」

.このあと、ジャンルなどを選び、ダウ

ンロードしてください。

音楽をダウンロードする

音楽を検索してダウンロードするとき

3で「ミュージックサーチ」

,以降は、画面の指示に従って操作してく

ださい。

動画をダウンロードする
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.ファイル形式を変換できるソフトウェアが

必要です。

.ソフトウェアの仕様や使用方法については、

ソフトウェア提供各社のホームページなど

でご確認ください。

.当社では、特定のソフトウェアの動作保証

はしておりません。

.USBケーブルはオプション品です。

ここでは、S!ミュージックコネクトを利

用して、WMA形式の音楽を取り込む方法

を例に説明します。

.S!ミュージックコネクトについて詳しくは、

「ソフトバンクホームページ」（AP.19-18）
を参照してください。

.著作権で保護されている音楽が再生できる

のは、パソコンからの転送時に使用した携

帯電話だけです。

1「MENU」|%S
「メディアプレイヤー」

2「MTPモード」S「はい」

3 USBケーブルでパソコンと

本機を接続

.パソコンからの操作で、音楽がコピー

できる状態になります。詳しくは、S!
ミュージックコネクトのヘルプを参照

してください。

4「キャンセル」|AS「はい」

S接続終了

.このあと、USBケーブルを抜きます。

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形

式（AP.19-17）に変換し、カードリー

ダモードなどを使って、メモリカードの該

当するフォルダに保存してください。

（AP.12-5）
.あらかじめ、USBドライバをパソコンにイン

ストールしておく必要があります。

音楽をパソコンから取り込む

パソコンから取り込んだファイルについて

.個人使用の目的だけでご使用ください。

.パソコンソフトなどで作成されたファイ

ルは、再生できないことがあります。

.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にご注意ください。

MTPモードを利用する

AAC形式の音楽を取り込むとき



#02tori__J555_PDF.book  5 ページ  ２００８年１１月１３日　木曜日　午前１１時２２分
音楽再生
0-5

メ
デ
ィ
ア
プ
レ
イ
ヤ
Ⅰ

10
1

1「MENU」|%S
「メディアプレイヤー」

S「ミュージック」

2「プレイリスト」

S`「ミュージック」／

「着うた」タブ

3「全ミュージック」

4再生する音楽決定

音楽再生画面

.ジャケット画像対応の音楽を再生した

ときは、画像が表示されます。

※タップで操作できます。

音楽を再生する

再生を終了するとき

一時停止中に「CLEAR/BACK」|$
音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

4のあと「#」|"
,このあと再生を中止するときは、待受画

面で次の操作を行います。

「#」|"S「はい」

SDオーディオ／WMAの音楽を再生するとき

2で「SDオーディオ」／「WMA」S3

以降

再生する音楽を検索するとき

3のあと「メニュー」|BS「検索」

S検索文字入力S「完了」|%
歌詞表示対応の音楽を再生すると

.「歌詞」|Aを押して、歌詞を表示できま

す。

音楽再生画面の見かた

音楽再生画面での操作を確認するとき

【音楽再生画面】「メニュー」|BS「ヘ

ルプ」

Web

使いこなしチェック !

A●前回の続きから再生したい●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい●インターネットに接続したい●再生方法を変更したい●音質を変更したい

（AP.10-8）
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1「MENU」|%S
「メディアプレイヤー」

S「ムービー」

2「プレイリスト」

S「本体」／「メモリカード」

3「全ムービー」

4再生する動画決定

動画再生画面

.動画部分をタッチすると、表示サイズ

を切り替えられます。

5「CLEAR/BACK」|$
S再生終了

動画を再生する

SDビデオの動画を再生するとき

2で「SDビデオ」S4

再生する動画を検索するとき

3のあと「メニュー」|BS「検索」

S検索文字入力S「完了」|%
再生中にアラーム設定時刻になると

.再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

.画面の向きが変わることがあります。

動画再生画面の見かた

動画再生画面での操作を確認するとき

【動画再生画面】「メニュー」|BS「ヘ

ルプ」

Web

使いこなしチェック !

A●前回の続きから再生したい●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい●インターネットに接続したい●再生方法を変更したい●経過時間を指

定して動画を再生したい●音質を変更したい●表示サイズを変更したい●バックライトの点灯方法を設定したい●WEBリンク情報を表示しない

（AP.10-8）
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プレイリストとは、音楽／動画の再生する

順番を記載したリストです。ジャンルや

アーティスト別に音楽を管理したり、お気

に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利

用すると便利です。

.プレイリストには、音楽／動画の保存場所

情報が記憶されます。音楽／動画そのもの

は、保存されません。

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリ

スト１」に追加する方法を例に説明します。

1「MENU」|%S
「メディアプレイヤー」

S「ミュージック」

2「プレイリスト」

プレイリスト画面

3「全ミュージック」S音楽選択

S「メニュー」|B

4「リストに追加」

S「プレイリスト１」

.音楽が追加されます。

1プレイリスト画面で

プレイリスト選択

S「メニュー」|B

2「リスト名編集」

Sプレイリスト名入力

S「完了」|%

プレイリストを利用する

プレイリストに音楽／動画を追加する

プレイリストの名前を変更する

使いこなしチェック !

A●プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい●順番を並べ替えたい●SDオーディオ内の音楽を管理したい●WMA内の音楽をすべて削除した

い●コンテンツ・キーを取得したい●音楽の詳細情報を確認したい●プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい●動画の詳細情報を確認した

い●SDビデオ内の動画を削除したい（AP.10-9～P.10-10）
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■共通

■音楽再生

■動画再生
音楽／動画再生

前回の続きから再生し
たい

［続き再生］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「ミュー

ジック」／「ムービー」S「続き再生」

ワイヤレス出力対応機
器で音声を出力したい
［オーディオ出力切替］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「設

定」S「オーディオ出力切替」S「Bluetooth
デバイス」

インターネットに接続
したい
［WEBリンク接続］

音楽／動画再生中に「メニュー」|BS「WEB
リンク接続」S「はい」

再生方法を変更したい
［再生モード］

/音楽再生中に「メニュー」|BS「再

生モード」S下記の操作

１曲をくり返し再生する
「１トラックリピート」

すべての音楽をくり返し再生する
「全トラックリピート」

順不同に再生する
「ランダム」

順不同にくり返し再生する
「ランダムリピート」

音質を変更したい
［サウンド効果］

音楽再生中に「メニュー」|BS「サウンド効

果」S効果決定

再生方法を変更したい
［再生モード］

/動画再生中に「メニュー」|BS「設

定」S「再生モード」S下記の操作

１つの動画をくり返し再生する
「１クリップリピート」

すべての動画をくり返し再生する
「全クリップリピート」

順不同に再生する
「ランダム」

経過時間を指定して動
画を再生したい

［タイムサーチ］

動画再生中に「メニュー」|BS「タイムサー

チ」S時間入力S「決定」|%

音質を変更したい
［サウンド効果］

動画再生中に「メニュー」|BS「設定」S
「サウンド効果」S効果決定

表示サイズを変更した
い

［表示サイズ］

動画再生中に「メニュー」|BS「設定」S
「表示サイズ」S表示サイズ決定

バックライトの点灯方
法を設定したい

［バックライト］

動画再生中に「メニュー」|BS「設定」S
「バックライト」S点灯方法決定
.「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」

のバックライトの設定内容に従って動作します。

WEBリンク情報を表
示しない
［WEBリンク情報表示設定］

動画再生中に「メニュー」|BS「設定」S
「WEBリンク情報表示設定」S「Off」
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音楽管理／利用

プレイリスト／プレイ
リスト内の音楽を管理
したい
［ミュージックプレイリスト］

/「MENU」|%S「メディアプレイヤー」

S「ミュージック」S「プレイリスト」Sタブ

選択S下記の操作

新しいプレイリストを作成する
「メニュー」|BS「リスト作成」Sリスト名

入力S「完了」|%
プレイリストを削除する
プレイリスト選択S「メニュー」|BS「プレ

イリスト削除」S「はい」

音楽を削除する
プレイリスト決定S音楽選択S「メニュー」|
BS「リストから削除」S「はい」

順番を変更する
プレイリスト決定S音楽選択S「メニュー」|
BS「リスト内移動」S移動位置決定

順番を並べ替えたい
［並べ替え］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「ミュー

ジック」S「プレイリスト」Sタブ選択S「全

ミュージック」S「メニュー」|BS「並べ替

え」S並べ替え方法決定

SDオーディオ内の音
楽を管理したい

［SDオーディオ］

/「MENU」|%S「メディアプレイヤー」

S「ミュージック」S「SDオーディオ」S下記

の操作

１曲削除する
「全ミュージック」S音楽選択S「メニュー」|
BS「1トラック削除」S「はい」
.音楽そのものが削除されます。削除する前に十分確

認のうえ、操作してください。

すべて削除する
`「全ミュージック」S「メニュー」|BS
「全トラック削除」S「はい」S「はい」
.音楽そのものが削除されます。削除する前に十分確

認のうえ、操作してください。

音楽の情報を編集する
「全ミュージック」S音楽選択S「メニュー」|
BS「トラック情報編集」S項目決定S情報

入力S「完了」|%
WMA内の音楽をす
べて削除したい

［WMA全件削除］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「設

定」S「WMA全件削除」S操作用暗証番号入

力S「OK」|%S「はい」
.音楽そのものが削除されます。削除する前に十分確

認のうえ、操作してください。

コンテンツ・キーを取
得したい
［コンテンツ・キー］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「ミュー

ジック」S「プレイリスト」Sタブ選択Sプレ

イリスト決定S音楽決定（「L」表示）S「はい」
.以降は、画面の指示に従って操作してください。
10-9
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音楽の詳細情報を確認
したい

［プロパティ］

/「MENU」|%S「メディアプレイヤー」

S「ミュージック」S下記の操作

SDオーディオ内の音楽を確認する
「SDオーディオ」S「全ミュージック」S音楽

選択S「メニュー」|BS「プロパティ」

その他の音楽を確認する
「プレイリスト」Sタブ選択Sプレイリスト決定

S音楽選択S「メニュー」|BS「プロパティ」

動画管理／利用

プレイリスト／プレイ
リスト内の動画を管理
したい
［ムービープレイリスト］

/「MENU」|%S「メディアプレイヤー」

S「ムービー」S「プレイリスト」S「本体」／

「メモリカード」S下記の操作

新しいプレイリストを作成する
「メニュー」|BS「リスト作成」Sリスト名

入力S「完了」|%
プレイリストを削除する
プレイリスト選択S「メニュー」|BS「プレ

イリスト削除」S「はい」

動画を削除する
プレイリスト決定S動画選択S「メニュー」|
BS「リストから削除」S「はい」

順番を変更する
プレイリスト決定S動画選択S「メニュー」|
BS「リスト内移動」S移動位置決定

順番を並べ替えたい
［並べ替え］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「ムー

ビー」S「プレイリスト」S「本体」／「メモ

リカード」S「全ムービー」S「メニュー」|B
S「並べ替え」S並べ替え方法決定

コンテンツ・キーを取
得したい
［コンテンツ・キー］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「ムー

ビー」S「プレイリスト」S「本体」／「メモ

リカード」S「全ムービー」S動画決定（「L」

表示）S「はい」
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画の詳細情報を確認
したい

［プロパティ］

/「MENU」|%S「メディアプレイヤー」

S「ムービー」S下記の操作

SDビデオ内の動画を確認する
「SDビデオ」S動画選択S「メニュー」|BS
「プロパティ」

その他の動画を確認する
「プレイリスト」S「本体」／「メモリカード」

Sプレイリスト決定S動画選択S「メニュー」|
BS「プロパティ」

SDビデオ内の動画を
削除したい

［クリップ削除］

「MENU」|%S「メディアプレイヤー」S「ムー

ビー」S「SDビデオ」S動画選択S「メニュー」|
BS「クリップ削除」S「はい」
.動画そのものが削除されます。削除する前に十分確

認のうえ、操作してください。
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音楽

3 全ミュージック内の音楽の削除方法
がわからない

.全ミュージック内の音楽は、データ

フォルダの「ミュージック」または

「着うた・メロディ」から削除します。

3 WMA形式の音楽が表示されない

.他の携帯電話で転送した音楽ではあり

ませんか。著作権で保護されている音

楽は、パソコンからの転送時に使用し

た携帯電話でのみ再生できます。 
.著作権管理情報が壊れていることがあ

ります。このときは、WMA全件削除

を行ってから転送し直してください。

.カードリーダモードなどで転送しませ

んでしたか。このときは、音楽を該当

するメモリカードのフォルダに移動す

ると表示されます。（著作権で保護さ

れている音楽は、MTPモードでのみ転

送できます。）

3 WMA形式の音楽が取り込めない

. WMAファイルが壊れている可能性が

あります。WMA全件削除を行ってか

らやり直してください。

3 WMA形式の音楽が再生できない

.有効なライセンスが見つからない旨の

画面が表示されませんでしたか。この

ときは再生に必要な権利が切れている

可能性があります。もう一度取り込み

直してください。それでも失敗すると

きはWMAファイルが壊れている可能

性があります。WMA全件削除を行っ

てからやり直してください。

動画

3 全ムービー内の動画の削除方法がわ
からない

.全ムービー内の動画は、データフォル

ダの「ムービー」から削除します。

3 動画が再生できない

.パソコンソフトなどで作成されたファ

イルは、再生できないことがあります。
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