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Creative 
Media Toolbox

音楽を録音するだけなのに難しい設定をしなければいけない、音楽ファイルの種類を変えたいだけなのに多機能なソフトを
起動しなければいけない。音楽を楽しむ前にこのような面倒な作業はもう必要ありません。
これから音楽の録音を始めたいけど難しいソフトや分かりづらいソフトは嫌という方や、パソコン内の沢山の音楽ファイルを
ちゃんと管理したいという方にとって、この Creative Media Toolbox は最適です。
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ご注意
ライセンス契約の終了に伴い、2016年以降の新規イ
ンストール/アクティベーションでは、MP3ファイル
関連の追加コンポーネントのインストールが行え
ず、本ソフトウェアでMP3ファイルを扱うことはで
きません。また、GracenoteのMusicIDサービスが利
用できないため、オートタグクリーナーツールは使
用できません。
あらかじめご了承下さい。
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Creative Media Toolbox のインストール

Creative Media Toolbox のインストール
Creative Media Toolbox（以下 Media Toolbox と記載）は、Media Toolbox が付属している製品のデバイスドライバ / ソフ
トウェアのインストール CD とは別の CD に収録されていますので、製品のデバイスドライバ / ソフトウェアとは別にインストー
ルする必要があります。なお、製品モデルによっては Media Toolbox は付属しておりません。

Media Toolbox をインストールする
Media Toolbox のインストール CD をパソコンの CD-ROM/DVD-ROM ドライブに挿入します。CD 内のインストーラーが
自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、以下の手順でインストーラーを起動します。

デスクトップ上の［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリック、または［スタート］>［コンピュータ］をクリックします。
インストール CD を挿入した CD-ROM/DVD-ROM ドライブのアイコンを右クリックします。
表示されるメニューから［自動再生を開く］（Windows 7/Vista の場合）/［自動再生］（Windows XP の場合）をクリッ
クします。

インストーラーが起動したら、画面の指示に従って、まず最初にお使いの言語（［日本語］）を選択します。 

ソフトウェア使用許諾契約書が表示されますので、内容を確認の上［はい］をクリックします。

Media Toolbox をインストールするフォルダを選択します。特に問題がなければ初期設定のまま［次へ］をクリックします。

次の画面では［フルインストレーション］をクリックしします。

画面の指示に従ってインストールを行います。
インストール完了後、再起動を促されますので、指示に従ってパソコンを再起動してください。

▶
�.

i 
ii 
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Media Toolbox の起動
Note:  お使いのパソコンによっては、Media Toolbox のインストール時、もしくは初回起動時に Adobe® Flash® プレーヤーのインス

トールを促す画面が表示される場合があります。パソコンがインターネットに接続されていることを確認し、［OK］をクリックして 
Adobe 社のサイトから Adobe Flash プレーヤーの最新版をインストールしてください。またインストール時にこの表示が出た場合、
Adobe Flash プレーヤーのインストール後に、再度 Media Toolbox のインストールを行ってください。

Media Toolbox の起動

Media Toolbox を起動する
Windows タスクバー上の［スタート］ > ［すべてのプログラム / プログラム］ > ［Creative］ > ［Creative メディアツール 
ボックス 6］の順にクリックして Media Toolbox を起動します。

Media Toolbox のアクティベーションと追加コンポーネントのインストール
Media Toolbox の全ての機能を今後引き続き使用するためにはアクティベーション作業と追加コンポーネントのインストー
ルが必要になります。アクティベーションを行わない場合、Media Toolbox は 30 日間の機能体験版として動作します。
Media Toolbox 完全版が付属している製品モデルでは、Media Toolbox のインストール CD の紙製ケース上に貼られている

「PRODUCT REGISTRATION KEY」というステッカーにアクティベーションキーが印刷されてます。この場合には別途費用な
どは必要なくフルライセンスバージョンとして使用することができます。
なお、アクティベーションは最大 3 回まで行うことができます。3 回以上のアクティベーションが必要な場合は、弊社カスタマー
サポート（巻末参照）までご連絡ください。

Media Toolbox のアクティベーションと追加コンポーネントのインストールを行う
Media Toolbox の最初の起動時に、下図の画面が表示されますので、パソコンがインターネットに接続されていること
を確認の上、［アクティベーション］をクリックします。 

Media Toolbox のインストール CD が入っている紙製ケースに貼られている「PRODUCT REGISTRATION KEY」という 
ステッカーに印刷された「CT」から始まるアクティベーションキーを入力し、［次へ］をクリックします（なお「0（ゼロ）」と 

「O（大文字オー）」や「�（数字の一）」と「I（大文字のアイ）」などの入力間違いにご注意ください）。 

▶
�.

▶
�.

2.
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Media Toolbox の起動
お住まいの地域（［日本］）を選択して［続行］をクリックします。自動的にインターネットブラウザが起動し、クリエイティブ
のアクティベーション用サイトへ接続されます。 

アクティベーションの理由を［Reason:］プルダウンメニューから選択します。今回は初めてインストールした状態ですので、
［New install］を選択してから下部にある［Continue］をクリックします。 

下図の画面が表示されれば、アクティベーションは完了です。インターネットブラウザを終了してください。続いて、
Media Toolbox の全機能を使用するための追加コンポーネントのインストールを行います。 

下図の画面で［インストール］をクリックすることで、インストーラーが自動的に起動します。画面の指示に従って追加の 
コンポーネントをインストールします。これにより、MP3 フォーマットの音楽ファイルが作成できるようになります。 

3.

4.

5.

6.
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Media Toolbox の機能

Media Toolbox の機能
音楽を手軽に楽しむために設計された Media Toolbox は、音楽の録音や音楽ファイルのフォーマット変換、ノイズ低減など
の音質改善、そして管理のための様々なツールが 4 つのメニューに分けて収録されており、目的のタスクを選択して画面の
指示に従うだけで、どなたでも簡単に音楽録音や編集が行える大変便利なアプリケーションツール集です。

作成メニュー
作成メニューには、音楽の録音を行うことができるツールが収録されています。

音楽の録音 : ミュージックレコーダーツールを起動します
簡単に、そして素早く音楽録音の設定を行えるように設計された録音用ツールです。外部
のカセットやレコードからの音楽録音は勿論、インターネットラジオの録音や podcast な
どの用途でもお使いいただけます。画面の指示に従って、録音フォーマットや保存場所を
設定していくだけで、初心者の方でも簡単に録音が行えます。

録音スケジュールの管理 : 録音スケジュールマネージャツールを起動します
定期的に録音を行いたい場合には、この録音スケジュールマネージャが最適です。毎日
/ 週毎 / 月毎に録音開始時間と終了時間を設定すれば、後はこのツールが自動的に録音
作業を行います。さらに録音終了後に自動的にパソコンをシャットダウンする機能も搭載。
深夜の放送などの録音にも便利です。

エンハンスメニュー
エンハンスメニューには、音楽ファイルのノイズ除去やイコライジングなど音質改善を行うことができるツール
が収録されています。

音楽のクリーンアップ : ミュージッククリーナツールを起動します
ミュージッククリーナツールは Sound Blaster で培われたオーディオテクノロジーを基に設
計されており、古いレコードやカセットの音源を録音した場合などに混入したヒスノイズや
ポップノイズを適切に取り除くことができます。

ミュージックイコライザ : 音楽イコライザツールを起動します
この 5 バンドの高音質イコライザは、音楽ファイルの高音域や中音域、低音域をお望みの
ままにブースト / カットすることができます。お好みの設定を音楽ファイルに適用し、オリジ
ナルとは別の場所に保存しておけば、いつでもイコライザを設定しなおすことができます。

ミュージックノーマライザ : ミュージックノーマライザツールを起動します
音楽ファイルはご自分で CD から作成したり、テープやレコードから録音するほか、音楽配
信サービスなどで購入したりと様々な方法で作成することができます。このような作成方法
の違い、また元々の CD 自体によって、出来上がる音楽ファイルの音量はまちまちになるこ
とが殆どです。このミュージックノーマライザツールでは、各ファイルの最大音量を検出し、
音楽ライブラリー全体に渡って均一となるよう、適切な音量に変更することができます。こ
れによりアルバム毎やジャンル毎によって音楽ファイルの音量が異なることがなくなります。

作成メニュー エンハンスメニュー 管理メニュー 変換メニュー
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Media Toolbox の機能

音楽の分割 : ミュージックスプリッタツールを起動します
ミュージックスプリッタツールは、長い録音ファイルを分割し個別のファイルに分けるため
に設計されました。レコード � 枚を丸ごと録音した場合など、� つの音楽ファイルから自動
的に無音部分を検出してマーカーを置き、各曲へと分割して保存することができます。勿論、
分割前に各マーカーを拡大して分割位置を微調整することも可能です。

管理メニュー
管理メニューには、音楽ファイルの管理に便利なツールが収録されています。

音楽タグの編集 : ミュージックタグエディタツールを起動します
ミュージックタグエディタでは、音楽ファイルの ID3 タグ（タイトル、アルバム名、アーティ
スト名、ジャンル）を個別ファイル毎、または複数ファイルを一括してエディットすることが
できます。これにより、音楽ファイルの管理が大幅に簡単になるでしょう。

ミュージックオーガナイザ : ミュージックオーガナイザツールを起動します
ミュージックオーガナイザツールでは、音楽ファイルのアーティスト名やアルバム名、ジャ
ンルといった ID3 タグをベースにして、自動的にフォルダを作成しこれらの音楽ファイルを
振り分けて管理することができます。

音楽のオートタグ : オートタグクリーナツールを起動します
オートタグクリーナツールは、Gracenote が提供する最先端の ’MusicID’ 楽曲認識サービ
スを利用し、音楽ファイルの ID3 タグを自動で検出・入力します。
Gracenote の "MusicID" 技術は、MP3/WMA ファイルがそれぞれ特有の ’ サウンド指紋 ’ を
持っていると前提することをベースにしています。このオートタグクリーナツールは楽曲の 
’ サウンド指紋 ’ を検出し、インターネット経由で Gracenote が持つ膨大な音楽データベー
スとマッチングを行います。マッチングの結果、一致するデータからジャンル、アーティスト名、
アルバム名といった情報を受け取り、音楽ファイルに適用して保存することができます。

変換メニュー
変換メニューには、音楽ファイルのフォーマットとタグを変換するためのツールが入っています。

音楽フォーマットの変換 : 音楽ファイルコンバータツールを起動します
様々なオーディオフォーマットが混在している状態よりは、いくつかのフォーマットに統一し
た方がファイル管理は便利かつ簡単になります。この音楽ファイルコンバータツールでは、
個別の音楽ファイル、または複数の音楽ファイルをまとめて、WAV、MP3、WMA フォーマッ
トの何れかに一括して変換することができます。

タグフォーマットの変更 : タグフォーマットコンバータツールを起動します
タグフォーマットコンバータツールは、日本語など英語以外のタグが設定されていて、パソ
コンやポータブルプレーヤーなどで文字化けしてしまう場合に有効です。このツールでは、
通常 Shift JIS で入力される日本語などの ID タグが設定された音楽ファイルの表示に対応
していないソフトウェアやプレーヤーなどで正しく表示されるよう、ID タグのフォーマット
をユニコードに変換します。
なお、このタグフォーマットコンバータツールはインターネット経由でアクティベーションを
行った後に使用可能になります。
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ミュージックレコーダーツール

ミュージックレコーダーツール

音楽の録音を行う
Media Toolbox で音楽の録音を行うには、［作成］メニューから［音楽の録音］をクリックして［ミュージックレコーダー］ツー
ルを起動します。
録音の設定を行います。 

 ［録音デバイス :］欄から使用するオーディオデバイスを選択し、［録音ソース :］欄で再生機器が接続されているオーディオ
デバイスの入力端子を選択します。
 ［録音レベル :］スライダーで録音レベルを調節します。
手動で録音の開始 / 停止を行う［オプション 1］、または入力信号レベルで録音の開始 / 停止を行う［オプション 2］のいず
れかを選択します。

オプション � を選択した場合 : 指定時間後に録音を自動的に停止する場合はチェックボックスをクリックし、停止する
までの録音時間を設定します。
オプション 2 を選択した場合 : 録音レベルを確認するために再生機器を再生し、レベルメーター上でトリガーレベルを
設定します。

設定が完了したら［次へ］をクリックします。
録音ファイルを保存するフォルダを選択し［次へ］をクリックします。 

 ［ ］をクリックしてから再生機器の再生を開始します。 

オプション � を選択した場合 :  ［ ］をクリックすることで録音
が開始され、［ ］をクリックして録音を終了するか、設定した
録音時間が過ぎると自動で録音が終了します。
オプション 2 を選択した場合 : ［ ］をクリックした時点では録
音待機状態となります。入力信号が設定したトリガーレベルを
超えると録音が開始され、トリガーレベル以下になったら録音
が終了します。またこの場合でも［ ］をクリックすることで手
動で録音を終了することも可能です。

▶
�.

2.

•

•
•

i 
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3.
4.

5.
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録音スケジュールマネージャツール
 ［ ］をクリックすることで、録音内容を確認することができます。録音をやり直す場合は、再度［ ］をクリックします。
録音に問題がなければ［次へ］をクリックします。 

初期設定では録音した音楽ファイル名は「レコーディング _（日付）.wav」になります。［名称変更］をクリックすることで 
任意の名称に変更できます。また、表示されている［場所 :］欄をクリックすることで、録音ファイルを保存したフォルダが
開きます。 

 ［完了］をクリックして録音を終了し、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。また［他のタスクの実行］を選択することで、
メイン画面に戻ることなく続けて他の作業を行うことができます。

録音スケジュールマネージャツール

定期的に録音を行う
毎日や週毎、月毎など録音を定期的に行うには、［作成］メニューから［音楽スケジュールの管理］をクリックして［録音スケ
ジュールマネージャ］ツールを起動します。 

6.

7.

8.

▶
�.
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録音スケジュールマネージャツール
 ［プログラムの追加］をクリックすることで録音スケジュールプログラムの作成画面が表示されます。 

 ［録音デバイス :］欄から使用するオーディオデバイスを選択し、［録音ソース :］欄で再生機器が接続されているオーディオ
デバイスの入力端子を選択します。
 ［録音レベル :］スライダーで録音レベルを調節します。
 ［プログラムの名前 :］欄で分かりやすいように番組名などの名前を入力します。
 ［日付 :］で録音を行う曜日を選択します。
 ［開始時刻 :］、および［終了時刻 :］を設定します。
毎週録音を行う場合には［プログラムを週単位でリピート］を選択します。
録音終了後にパソコンを自動的にシャットダウンさせる場合は［プログラムが完了したらシステムをシャットダウンする］を 
選択します。
設定が完了したら［次へ］をクリックし、［完了］をクリックすることでプログラムの作成は終了です。 

 ［参照］をクリックして録音ファイルを保存するフォルダを選択します。 

設定したプログラムの時間に録音を行う際は、パソコンが起動している必要があります（Media Toolbox が起動している
必要はありません）。

2.

•

•
•
•
•
•
•

3.

4.

5.
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ミュージッククリーナツール

ミュージッククリーナツール
対応するファイルフォーマット：WAV/MP3/WMA

音楽のクリーンアップを行う
録音した音楽ファイルのヒスノイズやポップノイズなどの取り除くには、［エンハンス］メニューから［音楽のクリーンアップ］
をクリックして［ミュージッククリーナ］ツールを起動します。
クリーンアップを行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄からクリーンアップを行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイ
ル :］欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
 ［ ］をクリックすることで実際の効果を確認することができます。 

ヒスノイズが最小になるレベルまで［ヒスノイズを除去］スライダーを調節します。
クリック音が最小になるレベルまで［クリック音除去］スライダーを調節します。
 ［■エフェクト付きで聴く］をクリックすることで、効果を On/Off して確認することができます。
ノイズレベルを適切に除去できるレベルに設定したら［次へ］をクリックします。
クリーンアップを行ったファイルの保存場所を選択します。 

▶
�.

2.

•

•

•
3.
4.

•
•
•

5.
6.
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音楽イコライザツール
表示されている［ファイルの場所 :］欄をクリックすることで、保存したフォルダが開きます。 

 ［完了］をクリックしてクリーンアップを終了し、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。また［その他のタスクの実行］を
選択することで、メイン画面に戻ることなく続けて他の作業を行うことができます。

音楽イコライザツール
対応するファイルフォーマット：WAV/MP3/WMA

音楽のイコライジングを行う
5 バンドイコライザで音楽ファイルの音質調整を行うには、［エンハンス］メニューから［ミュージックイコライザ］をクリック
して［音楽イコライザ］ツールを起動します。
イコライザで音質調整を行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄から音質調整を行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイル :］欄
に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
 ［ ］をクリックすることで実際の効果を確認することができます。 

7.

8.

▶
�.

2.

•

•

•
3.
4.
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ミュージックノーマライザツール
 ［プリセット］メニューから好みのプリセットを選択します。
もしくは各音域スライダーを任意に調節します。
 ［■エフェクト付きで聴く］をクリックすることで、効果を On/Off して確認することができます。
イコライザの設定が完了したら［次へ］をクリックします。
音質調整したファイルの保存場所を選択します。 

表示されている［ファイルの場所 :］欄をクリックすることで、保存したフォルダが開きます。 

 ［完了］をクリックしてイコライジングを終了し、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。また［その他のタスクの実行］
を選択することで、メイン画面に戻ることなく続けて他の作業を行うことができます。

ミュージックノーマライザツール
対応するファイルフォーマット：WAV/MP3/WMA

音楽ファイルの音量を最適化する
音楽ファイルの音量を最適化するには、［エンハンス］メニューから［ミュージックノーマライザ］をクリックして［ミュージック
ノーマライザ］ツールを起動します。
ノーマライズを行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄からノーマライズを行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイル :］

•
•
•

5.
6.

7.

8.

▶
�.

2.

•
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ミュージックノーマライザツール
欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。登録した音楽ファイルの解析を行います。
 ［ ］をクリックすることで実際の効果を確認することができます。 

 ［ノーマライズアマウント］スライダーでノーマライズの量を調節します。
 ［■エフェクト付きで聴く］をクリックすることで、効果を On/Off して確認することができます。
ノーマライズの設定が完了したら［次へ］をクリックします。
ノーマライズしたファイルの保存場所を選択します。 

表示されている［ファイルの場所 :］欄をクリックすることで、保存したフォルダが開きます。 

 ［完了］をクリックしてノーマライズを終了し、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。また［その他のタスクの実行］を
選択することで、メイン画面に戻ることなく続けて他の作業を行うことができます。

•

•
3.
4.

•
•

5.
6.

7.

8.
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ミュージックスプリッタツール

ミュージックスプリッタツール
対応するファイルフォーマット：WAV/MP3/WMA

音楽ファイルを分割する
カセットや MD などを丸ごと録音したような、長い音楽ファイルを複数のトラックに分割するには、［エンハンス］メニュー
から［音楽の分割］をクリックして［ミュージックスプリッタ］ツールを起動します。
分割を行う音楽ファイルを選択して［次へ］をクリックします。選択した音楽ファイルの解析を行います。 

解析結果が表示され、無音部分にマーカーが分割位置として挿入されます。 

 ［感度の変更］を選択することで、無音部分とみなすレベルを調節することができます。
 ［マーカーの挿入］をクリックすることで現在の位置（青いバー）に新たにマーカーが挿入されます。
マーカーを選択し、［削除］をクリックすることでマーカーが削除されます。
 ［ ］をクリックすることで次のマーカーまでの分割部分を確認することができます。
 ［ ］、［ ］をクリック、またはスライダーを調節することで、表示の縮尺を変更することができます。
 ［感度の変更］スライダーで無音と見なす量を調節します。
 ［ ］をクリックすることで、波形と分割トラックの表示切替が可能です。
分割の設定が完了したら［次へ］をクリックします。
表示されている［ファイルの場所 :］欄をクリックすることで、保存したフォルダが開きます。 

 ［完了］をクリックして分割を終了し、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。また［その他のタスクの実行］を選択する
ことで、メイン画面に戻ることなく続けて他の作業を行うことができます。

▶
�.

2.

3.

•
•
•
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•
•

4.
5.
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ミュージックタグエディタツール

ミュージックタグエディタツール
対応するファイルフォーマット：MP3/WMA

音楽ファイルの ID3 タグを編集する
MP3/WMA ファイル内に記録されている ID3 タグを編集するには、［管理］メニューから［音楽タグの編集］をクリックして

［ミュージックタグエディタ］ツールを起動します。
ID3 タグの編集を行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄から ID3 タグ情報の編集を行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファ
イル :］欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。選択した音楽ファイルの ID3 タグ情報が表示されます。 

音楽ファイルを選択し、下部の［タイトル］、［アーティスト］、［アルバム］、［ジャンル］欄に入力し、［適用］をクリックする
ことで、ID3 タグの編集が可能です。
また音楽ファイルリスト上の各項目をダブルクリックすることで直接編集することもできます。
複数の音楽ファイルを選択し、下部の［アーティスト］、［アルバム］、［ジャンル］欄に入力し、［適用］をクリックすることで、
一括して編集することができます。
ID3 タグの編集が完了したら［次へ］をクリックします。 

 ［完了］をクリックして、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。

▶
�.

2.

•

•

•
3.

•

•
•

4.

5.
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ミュージックオーガナイザツール

ミュージックオーガナイザツール
対応するファイルフォーマット：MP3/WMA

ID3 タグに基づいて音楽ファイルを編成する
MP3/WMA ファイル内に記録されている ID3 タグに基づいて、フォルダ編成を変更するには、［管理］メニューから［ミュー
ジックオーガナイザ］をクリックして［ミュージックオーガナイザ］ツールを起動します。
 ［タグ情報に基づいて音楽ファイルを新規フォルダにコピーする］を選択して［次へ］をクリックします。 

フォルダ編成を行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄からフォルダ編成を行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイル :］
欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
フォルダ編成したファイルの保存場所を選択します。 

▶
�.

2.

3.

•

•

•
4.
5.
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ミュージックオーガナイザツール
作成するフォルダの構成と命名規則を設定します。 

 ［アーティスト］や［アルバム］など、作成したいフォルダの構成を選択します。
 ［空白文字を「＿」（アンダースコア）に置き換える］にチェックを入れることで、ID タグ上の空白文字が「_」に置き換えられ
てフォルダ名となります。
フォルダ構成と命名規則が設定できたら［次へ］をクリックします。
選択した音楽ファイルと、それがどのようなフォルダ構成コピーされるかの最終確認を行います。フォルダ編成を行いた
くない音楽ファイルがあった場合、ここでチェックを外すことで処理がキャンセルされます。 

 ［編成後にソースファイルを削除する］を選択することでコピー後に元ファイルを削除して、編成したフォルダに移動した
状態になります。
 ［保存］をクリックすることで、設定した命名規則に従ってフォルダが作成され音楽ファイルがコピーされます。
 ［完了］をクリックして、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。

ID3 タグに基づいて音楽ファイルの名前を変更する
MP3/WMA ファイル内に記録されている ID3 タグに基づいて音楽ファイルの名前を変更するには、［管理］メニューから

［ミュージックオーガナイザ］をクリックして［ミュージックオーガナイザ］ツールを起動します。
 ［タグ情報に基づいて音楽ファイルの名前を変更する］を選択して［次へ］をクリックします。 

6.

•
•

7.
8.

•

9.
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ミュージックオーガナイザツール
ファイル名を変更する音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄からファイル名の変更を行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファ
イル :］欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
変更する命名規則を設定します。 

 ［アーティスト］や［タイトル］、［トラック番号］などからファイルの命名規則を選択します。
 ［アドバンスド］を選択することで、より細かな命名規則を設定できます。
 ［空白文字を「＿」（アンダースコア）に置き換える］にチェックを入れることで、ID タグ上の空白文字が「_」に置き換えられ
てファイル名となります。
命名規則に［トラック番号］が選択されている場合に、［トラック番号に 2 桁の数字を使用する］にチェックを入れることで、
2 桁での番号付けとなります。
 ［空のタグフィールドの変わりに「不明」を使用する］にチェックを入れることで、タグ情報のないフィールドがあった場合に

「不明」という文字が入ります。
命名規則が設定できたら［次へ］をクリックします。
選択した音楽ファイルと、そのファイル名がどのように変更されるかの最終確認を行います。ファイル名を変更したくな
い音楽ファイルがあった場合、ここでチェックを外すことで処理がキャンセルされます。 

3.

•

•

•
4.
5.

•
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•

•

•
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オートタグクリーナツール
 ［保存］をクリックすることで、設定した命名規則に従ってファイル名が変更されます。 

 ［完了］をクリックして、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。

オートタグクリーナツール
対応するファイルフォーマット：MP3/WMA

Gracenote MusicID サービスで音楽情報を取得する
MP3/WMA ファイルの波形情報に基づき、Gracenote の MusicID サービスでインターネット経由で楽曲情報を取得する
には、［管理］メニューから［音楽のオートタグ］をクリックして［オートタグクリーナ］ツールを起動します。
楽曲情報の取得を行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄から音楽情報の取得を行うファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイ
ル :］欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
登録した音楽ファイルの一覧が表示されます。音楽情報を取得したくない音楽ファイルがあった場合、ここでチェックを
外すことで処理がキャンセルされます。 

8.

9.

▶
�.

2.

•

•

•
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4.



20

オートタグクリーナツール
 ［バックアップファイルを作成］を選択することで、選択したファイルのバックアップを作成することができます。
 ［次へ］をクリックすることで、音楽ファイルの波形から該当する音楽情報を取得します。

初めてこの機能を使用する場合、Gracenote の MusicID サービスの使用条件への同意を行う画面が表示されます。
［Next］をクリックします。 

 使用条件（英文）が表示されますので、内容を確認の上［I have read and agree to these Tems of Use.］にチェックを
入れ、［Finish］をクリックします。 

下図の画面が表示されたら完了です。［Done］をクリックすることで Media Toolbox の画面に戻ります。 

それぞれの ID3 タグ欄に取得した音楽情報が赤い文字で表示されます。

 ［その他の結果を選択］をクリックすることで、取得した他の音楽情報が表示され、選びなおすことができます。
各 ID3 タグ欄をクリックすることで、取得結果をエディットすることができます。
 ［次へ］をクリックすることで、取得した音楽情報が ID3 タグとして音楽ファイルに書き込まれます。 

 ［完了］をクリックして、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。

•
5.
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音楽ファイルコンバータツール

音楽ファイルコンバータツール
対応するファイルフォーマット：WAV/MP3/WMA

音楽ファイルの ID3 タグを編集する
WAV や MP3、WMA など音楽ファイルのフォーマットを別のフォーマットに変換するには、［変換］メニューから［音楽フォー
マットの変換］をクリックして［音楽ファイルコンバータ］ツールを起動します。
フォーマットの変換を行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト:］欄から音質調整を行いたいファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイル :］
欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
変換後のファイルフォーマットとクオリティを設定します。 

 ［フォーマット］欄で変換後のファイルフォーマットを選択します。
 ［クオリティ］スライダーで変換後の品質を選択します。
 ［次へ］をクリックします。
フォーマットを変換した音楽ファイルの保存場所を選択して［次へ］をクリックします。 

▶
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2.

•

•

•
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タグフォーマットコンバータツール
表示されている［ファイルの場所 :］欄をクリックすることで、保存したフォルダが開きます。 

 ［完了］をクリックして、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。

タグフォーマットコンバータツール
対応するファイルフォーマット：MP3

音楽ファイルの ID3 タグを編集する
MP3 ファイル内の ID3 タグをユニコードに変更するには、［変換］メニューから［タグフォーマットの変更］をクリックして 

［タグフォーマットコンバータ］ツールを起動します。
フォーマットの変更を行う音楽ファイルを選択します。 

左側の［フォルダリスト :］欄から変更を行いたいファイルを選択後、［追加］をクリックして右側の［選択されたファイル :］ 
欄に登録します。
 ［フォルダリスト :］欄から複数のファイルを一括して登録した場合、［選択したファイル :］欄内でファイルの並び順が変更さ
れる場合があります。しかしこの並び順は処理には影響しませんので、そのまま続行していただいて問題ありません。
音楽ファイルを間違えて登録してしまった場合、ファイルを選択後、［削除］をクリックすることで登録解除できます。
音楽ファイルを登録したら、［次へ］をクリックします。
変換に使用する言語を選択します。通常は［日本語］を使用します。 

7.

8.

▶
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•
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追加情報
 ［バックアップファイルを作成］を選択することで、選択したファイルのバックアップを作成することができます。
 ［次へ］をクリックします。
確認のダイアログが表示されますので、言語の選択に間違えが無いことを確認の上、［OK］をクリックします。 

 ［完了］をクリックして、Media Toolbox のメイン画面に戻ります。

追加情報
録音や編集した音楽ファイルを他のプレーヤーソフトウェアで再生する
Microsoft Windows Media Player や Apple iTunes といった他のプレーヤーソフトウェアで再生することができます。以下
では、音楽ファイルを Windows Media Player と iTunes のライブラリへ 登録する方法を解説します。
なお、各ソフトウェアのその他の使用方法や詳細はそれぞれのソフトウェアに用意されているヘルプファイル、またはドキュ
メントをご参照ください。弊社ではこれら他社製ソフトウェアの操作や動作などにつきまして弊社にご質問いただいた場合で
も、弊社では一切お答えできませんので、予めご了承ください。

Media Toolbox で録音や編集を行う際、初期設定では以下の場所が選択されます。
Windows 7/Vista では : 
C ドライブ :\Users\< ユーザー名 >\Music フォルダ
Windows XP では : 
C ドライブ :\Documents and Settings\< ユーザー名 >\My Documents\My Music フォルダ

「Music」フォルダ（7/Vista の場合）/「My Music」フォルダ（XP の場合）は、スタートメニューから開くこともできます。

Windows Media Player、または iTunes を起動し、" ライブラリ " 画面を表示します。音楽ファイルが入っているフォルダを、
各ソフトウェアの画面上にドラッグ & ドロップします。

良く聞かれる質問
Media Toolbox のインストール時、または起動時に「Flash Player がない」という表示が出る。
Medi Toolbox は Adobe 社の Flash をベースにしたソフトウェアのため、お使いのパソコンに Flash Player がインストー
ルされている必要があります。Flash Player をインストールしているにも関わらず、同様の画面が表示された場合、Flash 
Player をアンインストール後に、Adobe 社のサイトより最新版をダウンロードしてインストールしてください。
http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
また最新版の Adobe Flash Player をインストールしているにも関わらず、同様の表示が出る場合には、弊社サイトより最新
版の Media Toolbox をダウンロードしてインストールしてください。
http::/jp.creative.com/support/download

アクティベーションとは何ですか
Media Toolbox は通常インストールを行っただけの状態では、30 日間のみ有効の体験版として動作します。インストール
CD が収められた紙製ケース上に貼られている「PRODUCT REGISTRATION KEY」というステッカーに印刷された「CT」から始
まる始まるアクティベーションキーを入力し、インターネット経由で認証を行うことで期限が切られることなくフルライセンス
版として使用することができます（「3201ML」から始まる文字列はアクティベーションキーではありませんのでご注意くださ
い）。また「0（ゼロ）」と「O（大文字オー）」や「�（数字の一）」と「I（大文字のアイ）」などの入力間違いにご注意ください。
アクティベーションを行うことで、追加の機能であるオートタグエディタツールが使用可能になる他、各機能の対応ファイル
に MP3 ファイルフォーマットが追加されます。

アクティベーションを 3 回以上行いたい場合は？
Media Toolbox は同一のアクティベーションキーで 3 回までアクティベーションを行うことができます。システムのアップデー
トなどで 3 回以上のアクティベーションが必要になった場合には、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
http://jp.creative.com/support/contact/
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