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本キットは、以下のザウルスに対応しています。
MI-P10、MI-C1、MI-P1/P2シリーズ、MI-J1、MI-EX1、MI-310

●「MP3 プレーヤー」MORE ソフト用に、本体メモリーまたは
カード上に 1.4MB以上の空きが必要です。

● 音楽データ（M P 3 ファイル）を書き込むためのコンパクトフ
ラッシュメモリーカードが別途必要です（下記「次のような別
売品が必要です」を参照）。

取扱説明書の「安全にお使いいただくため
に」には、先に、目を通しておきましょう。

MP3プレーヤーキットCE-AP1には、以下のソフトウェアが付属
しています。
●「MP3プレーヤー」MOREソフト：ザウルスでMP3ファイル
を再生するためのソフトウェアです。本書では Ver1.2につい
て説明しています。

● RealPlayer® 7 Basic 日本語版：MP3形式などの音楽データ
をパソコン上で再生するソフトウェアです。

● RealJukeboxTM Basic 日本語版：音楽 CDを録音したり、録
音したMP3ファイルをパソコンで楽しむためのソフトウェア
です。

●ザウルスプラグイン for RealJukebox™：RealJukeboxからコン
パクトフラッシュメモリーカードに音楽データ（MP3 ファイ
ル）を転送するためのソフトウェアです。

　※RealPlayer 7 BasicはRealJukebox Basicと一緒にインストー
ルされます。

パソコンとザウルスを接続する
「MP3プレーヤー」MOREソフトを読み込むために、パ
ソコンとザウルスを接続します。
次の3種類の方法で接続できます。（光通信などくわし
くは、取扱説明書の 12,13,52ページをご覧ください）
・ クレードルで接続する
・ パソコン接続ケーブルで接続する
・ 光（赤外線）通信で接続する

クレードルで接続する

1 パソコンとザウルスの電源を切ります。

2 クレードルをパソコンにつなぎます。

3 クレードルにザウルスの AC アダプターをつなぎ
ます。

4 クレードルにザウルスをセットします。

パソコン接続ケーブルで接続する
パソコンとザウルスの電源を切り、パソコンのRS-232Cコ
ネクターとザウルスのオプションポート16を、パソコン
接続ケーブルでつなぎます。

必要なパソコンの動作環境　（最小構成）
CPU Intel® Pentium® プロセッサ 200MHz

MMX以上、Cyrix® 6× 86MX PR233、

AMD® K5 PR-200

OS 日本語Microsoft® Windows® 98/
Windows® 95（Ver.4.00.950B、4.00.950C）

メモリ 32 MB以上
ハードディスク空き容量 15MB以上（ソフトウェア用）、

200 MB以上（音楽データ用）
CD-ROM CD-ROMドライブ
ビデオカード 16ビット色表示可能なビデオカード
サウンドカード 全二重サウンドカードとスピーカー

上記のほかに、インターネットに接続できる環境とWWWブラウ
ザ（Microsoft Internet Explorer 3.01以降または Netscape 3.x以
降）が必要です。
※動作環境についてくわしくは、「CE-AP1取扱説明書」の10ページ
をご覧ください。

付付付属属属ソソソフフフトトトをををイイインンンススストトトーーー
ルルルすすするるる

次のような別売品が必要です

カード（音楽データの録音用に）
● コンパクトフラッシュメモリーカード（市販の推奨品）が使
用できます。推奨カードについては、シャープのホームペー
ジ（http://www.sharp.co.jp/）のザウルスコーナーをご覧く
ださい。（2000年 7月現在）

● MI-EX1やパソコンでコンパクトフラッシュメモリーカードを使
用するには、PCカードアダプター（CE-CA1など）が必要です。

● 録音に必要なカードのメモリー容量は、録音する音楽データ
の音質（ビットレート）や曲の長さによって変わりますが、
ビットレートが 9 6 k b p s の場合、再生時間 3 分あたり約
2.1MBを目安にしてください。

クレードルまたはパソコン接続ケーブル
IrDAによる光（赤外線）通信が使用できる環境がない場合、「MP3
プレーヤー」MOREソフトおよび音楽データのザウルスへの転送
に必要になります。
● クレードルはお手持ちのザウルスの機種に適合するものをお
使いください。（ザウルスMI-EX1にはクレードルが同梱され
ています。また、MI-310にはクレードルはありません。）

● パソコン接続ケーブルは、CE-170TS、CE-155TSまたはCE-150TS
をお使いいただけます。なお、CE-155TS、CE-150TSの場合、別
売のオプションポート変換アダプター（CE-HA15）が必要です。

PRINTED IN KOREA
TCADZ1353YCK1②

※イラストはMI-P10です。
お使いのザウルスによっ
て、クレードルの形状は
異なります。くわしく
は、ザウルスまたはク
レードルの取扱説明書を
ご覧ください。

対応機種について　（2000年 7月現在）
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パソコンに RealJukeboxをイン
ストールする

確認： !「MP3プレーヤー」MOREソフトをカードに読み込む
場合は、ザウルスにカードを装着しましたか？

@パソコンとザウルスの電源は入っていますか?
#ザウルスパワーコネクションやPowerPIMM、FAX 受
信ソフトなど、パソコン側で通信ポートを占有するソ
フトの「接続待機状態」や「自動通信状態」を解除し、

すべて終了させましたか？

$MI-J1には「MP3プレーヤー」MOREソフトがインス
トール済みです。付属のCD-ROMからMI-J1に「MP3
プレーヤー」MOREソフトをインストールする必要があ
るかどうかは、取扱説明書の14ページにくわしく説明
されています。MI-J1にインストールする場合には、取
扱説明書の 14～ 16ページを参照してください。

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属CD-ROMを
入れます。
しばらくすると、「インストール選択画面」が表示されます。

2 画面右上の「お読み下さい」ボタンをクリックします。
表示された内容を読み、読み終わったらメモ帳を終了して
ください。

3「『MP3プレーヤー』MOREソフトをザウルスにイン
ストール」ボタンをクリックします。

4 ザウルスへの転送方法を設定します。
クレードルまたはパソコン接続ケーブルを
お使いの場合、通常は「COM1」を、赤外
線通信をお使いの場合は、取扱説明書の
57ページを参照して設定してください。�

クレードルまたはパソコン接続ケーブルを
お使いになる場合は「ケーブル通信」を、
赤外線通信をお使いになる場合は「光通
信（IrDA 115K）」を選択してください。�

クレードルまたはパソコン接続ケーブルを
使って通信する場合は「115200」を選択
してください。�

「MP3プレーヤー」MOREソフトを転送す
る場所を選択します。「ザウルス本体」ま
たは「カード」を指定できます。�

5 ザウルスで、MOREソフトの読み込み準備をします。
!MOREソフトの画面を表示します。

MI-P10、MI-C1：［ホームインデックス］キーに数回タッ
チしてMOREインデックス画面を表示し、［MORE管
理］にタッチします。

MI-P1/P2シリーズ：ホーム（またはオリジナル）画面で
［機能を追加］-［MORE実行／停止／読込／削除］の順
にタッチします。

確認： !パソコンの CD‐ROMドライブ は RealJukebox に対
応していますか？（取扱説明書 10ページの「必要な動
作環境」をご覧ください。）

@パソコンで使用中のアプリケーションソフトはすべて

終了させましたか？

#すでに R e a l J u k e b o x  B a s i c ( V e r . 1）もしくは
R e a l J u k e b o x  P l u s ( V e r . 1）をお持ちの方は、
RealJukeboxをインストールする必要はありません。
CE-AP1取扱説明書21ページの「ザウルスプラグイン
for RealJukeboxをインストールする」を実行した後、
22ページの「RealJukebox Basicまたは RealJukebox
Plusをお持ちの場合」の手順を行ってください。その
後本書 3ページの「RealJukeboxの環境設定を変更す
る」に進んでください。

$インストールの完了に続いて、インターネットでオン
ライン登録などを行いますので、インターネットに接

続できる準備をしておいてください。

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属CD-ROMを
入れます。
しばらくすると、「インストール選択」画面が表示されます。

2「RealJukebox Basicをパソコンにインストール」ボ
タンをクリックします。

MI-EX1：［電源］ボタンを押し、［オリジナル］-［MORE］
タブ -［MORE管理］の順にタッチします。

MI-310：［MORE］キー、［MORE追加／削除］の順にタッ
チします。

@MOREソフトを読み込む画面を表示します。
MI-P10、MI-C1、MI-EX1：［取る］にタッチして、パ
ソコンリンク画面にします。

MI-P1/P2シリーズ、MI-310：［読込］にタッチして、パ
ソコンリンク画面にします。

#パソコンからの転送方法に合わせて設定します。

信通ルブーケ／ルドーレク 信通線外赤

択選トーポ トーポンョシプオ 61 トーポ信通光

度速信通 spb002511 ）しな要必るす定設（

$［実行］にタッチします。

6 パソコンで［転送］をクリックし、ザウルスに転送します。
転送が完了するまで、しばらくお待ちください。

7 ザウルスで、MOREソフトの展開を行います。
! MOREソフトの画面を表示します。
@「MP3プレーヤー」MOREソフトをカードに読み込ん
だ場合は、［カード］にタッチします。

#［XMP3.ZAC］にタッチし、［展開］にタッチします。

「MP3プレーヤー」MOREソフトを
読み込む

ここから先の手順で、説明通りに進めない場合は、CE-
AP1取扱説明書61ページからの「困ったときには」を
ご覧ください。
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3［次へ］をクリックします。

4 ライセンス契約の内容を確認し、［承諾］をクリッ
クします。

5 インストール先を確認し、［次へ］をクリックします。

6 インストールされる内容を確認し、［完了］をク
リックします。

• これで、インストールする準備が完了しました。自動
的に RealPlayer のインストールが始まります。

• R e a l P l a y e r  のインストールが終わると、続いて
RealJukebox のインストールが自動的に始まります。

• インストールが完了すると、RealPlayer のユーザー登
録ウィザードが自動的に起動します。ここでは、あとで
登録することにし、［キャンセル］に続いて［終了］をク
リックします。

RealJukeboxの環境設定を変更する
1 デスクトップ上の「RealJukebox」アイコンをダブ
ルクリックして、RealJukeboxを起動します。

2「オプション」 － 「環境設定」をクリックします。
「環境設定」ダイアログボックスが表示されます。

3 以下のように設定を変更します。
•［一般］タブ：初期設定では、CDを挿入すると自動的
に全曲の録音を行うように設定されています。そうし
たくない場合は、［CDの録音開始］をクリックして、
チェックをはずします。

•［エンコーディングオプション］タブ：!「フォーマットを
選択」から、［MP3オーディオ］をクリックして選びます。
@「セキュアファイル」の［エンコード時サウンドファイ
ルをセキュアに］にチェックマークが付いていることを確
認します。

•［CD ドライブオプション］タブ：お使いのパソコンの
CD-ROMドライブのタイプを選択します。
わからない場合は「標準」のままに設定しておいてください。
CDから録音できない場合は「その他の種類」にチェックして、
CD-ROMドライブのタイプを選択して設定してください。

4［OK］をクリックします。

カードに音楽著作権保護情報を記録する
以下の手順で、ザウルス側でカードに音楽著作権保護
情報（独自方式）を記録してください。著作権保護のた
め、この操作を行わなければ、カードにMP3ファイル
を転送することができません。

1 MP3 ファイルを記録したいカードを、ザウルスに
装着し、ザウルスの電源を入れます。

2「MP3 プレーヤー」MORE ソフトを実行します。
!「MP3 プレーヤー」アイコンのあるMORE インデッ
クス画面を表示させます。

@「MP3 プレーヤー」アイコンにタッチします。
「MP3 プレーヤー」MORE ソフトが起動し、取り付けた
カードに音楽著作権保護情報が記録されます。

ザウルスプラグイン for RealJukebox
をインストールする

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属CD-ROM
を入れます。
しばらくすると、「インストール選択」画面が表示されます。

2 画面右下の「お読み下さい」ボタンをクリックします。
表示された内容を読み、読み終わったらメモ帳を終了し
てください。

3「ザウルスプラグイン for RealJukeboxをパソコ
ンにインストール」をクリックします。

4「OK」をクリックします。

ザウルスプラグインをRealJukeboxに組み込む
1 デスクトップ上の「RealJukebox」アイコンをダ
ブルクリックして、RealJukeboxを起動します。
RealJukeboxの設定ウィザードが自動的に起動します。

2［次へ］をクリックします。
3 電子登録カードに記入し、［次へ］をクリックします。

お客様のメールアドレ
スを入力します（必須）�

4「ポータブルサウンドプレーヤー」画面で［はい］に
チェックマークを入れ、［次へ］をクリックします。

5［SHARPザウルス（MP3プレーヤー）］を選択し、
［次へ］をクリックします。

6［完了］をクリックします。
7 画面の指示に従い、RealJukeboxをデフォルト
プレーヤーにするかどうかを設定します。
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音楽データのサイズは？
MP3で録音したデータのサイズを知るには、ミュージック
ライブラリアイコン -「すべてのトラック」をクリックして
表示された曲のリストから「ファイルサイズ」欄を参照しま
す。このサイズを調べて、カードに何曲ほど転送できるか
を計算できます。

音音音楽楽楽データをカードに録データをカードに録データをカードに録
音音音（（（転転転送送送）））するするする
音楽データをカードに転送するには、「パソコンのPCカー
ドスロットを使ってカードに転送する」方法と「パソコンか
らザウルスのカードに転送する」方法の2通りがあります。

ザウルスプラグインの設定をする

1 デスクトップ上の「RealJukebox」アイコンをダ
ブルクリックして、RealJukeboxを起動します。

2「オプション」－「環境設定」をクリックします。
3「ポータブルサウンドプレーヤー」タブをクリック
し、「SHARPザウルス（MP3プレーヤー）」を選択
します。

4［設定］をクリックし、各項目を設定します。
パソコンの PC カードスロットを使ってカードに転送する
ときには、「クオリティ」の項目を確認してください。

パソコンからザウル
スのカードに転送す
る場合には、ここの
設定をします�

「MP3 96 Kbps」
になっていることを
確認します�

くわしい設定内容については取扱説明書29ページをご覧く
ださい。

5 [OK]をクリックします。

パソコンの PC カードスロットを
使ってカードに転送する場合

1 音楽著作権保護情報が記録されたカードをパソコ
ンのカードスロットに装着します。

コンパクトフラッシュ�
メモリーカード�

PCカードアダプター�
（別売:CE-CA1など)

�

音音音楽楽楽データデータデータ（（（MP3MP3MP3 ファファファ
イル）イル）イル）を作るを作るを作る

音楽 CDから録音する
確認：!パソコンの CD-ROMは RealJukeboxの動作

に対応していますか？（取扱説明書10ページ
の「必要な動作環境」をご覧ください。）

@ノートパソコンをお使いの場合、省電力機能
は「切」になっていますか？

#他のソフトをすべて終了し、スクリーンセー
バーも動作させない設定になっていますか？

1「RealJukebox」アイコンをダブルクリックして、
RealJukeboxを起動します。

2  をクリックします。

3 CD-ROMドライブに、音楽 CDをセットします。
曲の一覧が表示されます。

4 録音しない曲のチェックマークをはずします。

5  （録音）ボタンをクリックします。
選んだ曲の録音が始まります。安定して録音が行われる
ように、録音中はパソコン上で、できるだけ他の操作を
しないようにしてください。

6 録音が終わったら、  をクリックします。

7「すべてのトラック」をクリックし、録音した曲を
表示させます。

8 録音した曲をクリックして選んでから、 （再生）
をクリックします。
録音した曲が再生されるので、正しく録音されているか
どうか確かめてください。

（録音）ボタンをクリックしたときに「アナログ
録音します」というメッセージが表示されたときは
以下の手順で RealJukebox の設定を変更してください。
!RealJukebox の［オプション］メニューから［環境設定］を
選びます。

@［CDドライブオプション］タブの［その他の種類］をクリックし、
ドライブの一覧からお使いのCD-ROMドライブを指定します。
CD-ROMドライブの種類がお分かりにならない場合は、1つ
ずつ選択して試してください。

#［録音オプション］タブをクリックし、「録音方法」が「デジ
タル」になっていることを確認します。

$［OK］をクリックします。
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ザウルスザウルスザウルスで音楽を楽しむで音楽を楽しむで音楽を楽しむ

ザウルスで操作する

1 電源を切った状態で、ザウルスに音楽データ（MP3
ファイル）の入ったカードを装着します。

2 ザウルスにMP3 プレーヤー本体とステレオヘッドホ
ンをつなぎます。

ステレオ�
ヘッドホン�

MP3プレーヤー本体�

ザウルス�

コネクター�

ステレオヘッドホンには、ステレオヘッドホンパッドが付
属しています。取扱説明書 8ページを参照して、取り付け
てください。

4  をクリックします。

5 ザウルスの電源を入れ、「MP3プレーヤー」MOREソ
フトを起動します。

6［操作メニュー］キーにタッチし、表示された操作メ
ニューから［PCリンク］にタッチします。
パソコンリンク画面が表示されます。

7 4ページで設定したザウルスプラグインの設定に合わせ
て、パソコンリンクの「接続方法」と「転送スピード」を
設定し、［実行］にタッチします。

8「すべてのトラック」をクリックし、転送したい曲を表示さ
せます。

9「ポータブルサウンドプレーヤー」の左側の をクリッ
クし、続いて「SHARPザウルス（MP3プレーヤー）」
の左側の をクリックします。

10 転送したい曲を選び（複数選択可）、「SHARPザウル
ス（MP3プレーヤー）」アイコンの下にある「ザウル
スに装着のフラッシュメモリーカード」にドラッグア
ンドドロップします。
音楽データがザウルスに装着のカードに転送されます。

11「ザウルスに装着のフラッシュメモリーカード」をク
リックします。
右側の欄にドラッグアンドドロップした曲が表示され、「転
送のステータス」が「転送準備完了」になっていることを確
認してください。

12［転送開始］ボタンをクリックします。
曲のデータがカードに転送され、転送が終了すると、「転送
のステータス」が「プレーヤー上」に変わります。

2 デスクトップ上の「RealJukebox」アイコンをダブ
ルクリックして、RealJukeboxを起動します。

3  をクリックします。

4「すべてのトラック」をクリックして、転送したい曲
を表示させます。
転送したい曲を選びます。（複数選択可）

5「ポータブルサウンドプレーヤー」の左側の をクリッ
クし、続いて「SHARPザウルス（MP3プレーヤー）」
の左側の をクリックします。
（しばらくして「通信が確立していません」のメッセージが
出たときには［OK］をクリックします。）

6「SHARPザウルス（MP3プレーヤー）」アイコン下の
「パソコンに装着のフラッシュメモリーカード」に、
ドラッグアンドドロップします。

7「パソコンに装着のフラッシュメモリーカード」をク
リックします。
右側の欄にドラッグアンドドロップした曲が表示され、「転
送のステータス」が「転送準備完了」になっていることを確
認してください。

8［転送開始］ボタンをクリックします。
曲のデータがカードに転送され、転送が終了すると、「転送
のステータス」が「プレーヤー上」に変わります。

9 カードを抜き出し、ザウルスに装着します。
急にカードを抜き出すと、カードに記録されたデータが破
損したり、カードの故障の原因となります。カードを抜き出
す前に、カードを抜き出すために必要な操作を行ってくだ
さい。カードを取り出す方法は、お使いのパソコンの取扱説
明書をご覧ください。

パソコンからザウルスのカードに転
送する場合

1 パソコンとザウルスを接続します。
裏面の 1ページをご覧ください。

2 ザウルスの電源を切り、カードを装着します。

3 デスクトップ上の「RealJukebox」アイコンをダブ
ルクリックして、RealJukeboxを起動します。
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リモコン（MP3 プレーヤー本体）
で操作する
確認：ザウルスに音楽データ（MP3ファイル）の入ったカード

を装着していますか?

1 ザウルスに、MP3プレーヤー本体とステレオヘッ
ドホンをつなぎます。

2 ホールド状態を解除します。

VOL

HOLD

HOLD▲
�

スライドさせます�

3 ザウルスの電源を入れます。

4「MP3プレーヤー」MOREソフトを実行します。

いろいろな再生方法で楽しむ
通常の再生のほかに、4種類の再生方法があります。
くわしくは「CE-AP1取扱説明書」38ページをご覧ください。

好みの音質を選ぶ
通常の音質（ノーマル）のほかに、内蔵している 6種類の
なかから、好みの音質に切り替えられます。
好みの音質を作ることもできます。
くわしくは「CE-AP1取扱説明書」39ページをご覧ください。

5［ ］ボタンを押します。
※MI-310 ではあらかじめザウルス側で「MP3 プレー
ヤー」MOREソフトを起動しておいてください。

自動的にザウルスの電源が入り、再
生が始まります（MI-310以外）。
選択している曲から最後の曲まで、
順に再生して自動停止します。再生
中は、状態表示ランプが点灯します。�

6［VOL］ボタンを押して、音量を調整します。

V
O

L
＋
�

－
�

音量が大きくなります�

音量が小さくなります�

途中で再生を止めるには
一時停止するには

再開するには
曲の始めに戻したり、
前の曲、次の曲に移るには   （曲戻し）（曲送り）

誤操作を防ぐには（ホールド機能）

HOLD
ホールド状態にしておくと、誤っ
てボタンが押され、急に再生が始
まったり、知らない間に電池が消
耗したりすることを防げます。�

リピート機能について
MP3プレーヤー本体の右側面にあるリピートスイッチ
を ONにすると、再生中の曲を繰り返し再生します。

状態表示ランプが点滅しているときは
ザウルスの電池残量が少なくなっています。
新しい乾電池と交換するか、充電池を充電してください。

V
O

L
＋
�

－
�

電池残量が少なくなる
と、このランプが点滅
します�

3 ザウルスの電源を入れて、「MP3プレーヤー」MORE
ソフトを実行します。
!「MP3プレーヤー」アイコンのあるMOREインデック
ス画面を表示させます。（☞2ページ）

@「MP3プレーヤー」アイコンにタッチします。

4 聞きたい曲を選びます。

5 にタッチします。
選んだ曲から最後の曲まで、順に再生して自動停止します。

6 音量を調整します。

ここにタッ
チすると大
きくなる�

ここにタッ
チすると小
さくなる�

途中で再生を止めるには

一時停止するには

再開するには

曲の始めに戻したり、
（曲戻し）（曲送り）

前の曲、次の曲に移るには

メモ�メモ�
本機では、著作権保護の目的から、お手持ちのカー
ドに転送した音楽データは、他のカードやパソコン
にコピーしても再生できない仕組みになっています。�


