LISMOで音楽やビデオを楽しむ
着 う た フ ル®や 音 楽CDの 楽 曲 デ ータ、ビ デ オ ク リ ップ、ビ デ オ を
LISMO Playerで再生したり、
「au one ミュージック」のサイトへ接
続して着うたフル®やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入
など、音楽データに関するさまざまな操作を
「LISMO」のメニューから
行うことができます。

◎ LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し
込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問
い合わせください。
◎ LISMO Portを 使 う と、パ ソ コ ン に 読 み 込 ん だ 音 楽CDや「mora for
LISMO」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO
Portは、
auホームページからダウンロードできます。

au oneビデオへ接続

話題のビデオ、最新の映像情報サイトに
接続します。

LISMOフォルダ

データフォルダを表示します。

LISMO Playerのメニューを表示する
待受画面でR→sで「LISMO」
を選択
→［LISMO Player］
LISMO Playerメニューが表示されます。

LISMOメニューを表示する

《LISMO Player
メニュー》

待受画面でR→sで「LISMO」
を選択

《LISMOメニュー》

LISMO Player
au oneミュージック
へ接続

▶P.229「LISMO Playerのメニューを
表示する」
▶P.230
「着うたフル®やビデオクリッ
プなどをダウンロードする」

ミュージック
ライブラリ

▶P.230
「着うたフル®やビデオクリッ
プを再生する」

ビデオライブラリ

▶P.231「ビデオを再生する」

プレイリスト

▶P.231「プレイリストを再生する」
▶P.233「プレイリストを利用する」
▶P.234「「うたとも®」を利用する」

うたとも
コミュニティ※
LISMO Music
Search※
au oneミュージック
へ接続
au oneビデオへ接続

LISMO

LISMOメニューが表示されます。

▶P.235「LISMO Music Searchを利
用する」
▶P.230
「着うたフル®やビデオクリッ
プなどをダウンロードする」
話題のビデオ、最新の映像情報サイトに
接続します。
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設定

▶P.238「LISMO Playerを設定する」

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

◎ &（ プ レ イ ヤ ー）で プ レ イ ヤ ー画 面、L（ 楽 曲 検 索 ）で「LISMO Music
Search」
利用画面、
R（うたとも）
で「うたとも®」利用画面が表示されます。

着うたフル®やビデオクリップを再生する
本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され
ている着うたフル®やビデオクリップを再生します。

LISMO Playerメニュー→［ミュージックライブラリ］
全曲一覧

®

着うたフル やビデオクリップなどを
ダウンロードする
LISMO Playerで再生する着うたフル®やビデオクリップ、プレイリス
トは
「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウン
ロードしておきます。

LISMO Playerメニュー
→［au oneミュージックへ接続］
画面の指示に従って操作→ダウンロードする着うたフル®／
ビデオクリップ／プレイリストを選択→c
LISMO

確認メッセージが表示され、cを押すとダウンロードが実行されま
す。
ダウンロードした着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストの
データは、データフォルダの
「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保
存されます。

◎ データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
◎ 着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストをダウンロードする場合は、
プレミアムEZパスワードが必要となります。
◎ ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®／ビデオクリップのダ
ウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデー
タフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されてい
れば、
続きからダウンロードできます。
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着うたフル®／ビデオクリップをすべて表
示します。

アーティスト一覧 アーティスト名ごとに表示します。
アルバム一覧

アルバムごとに表示します。

再生したいデータを選択→c
プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■ 楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中のキー操作について
c（II）／（ ）、)：一時停止／再生
j：音量調節
&（閉じる）※1：プレイヤー画面を閉じる
%
（メニュー）：メニューを表示
r：次のデータへ※1、長押しで早送り、次のチャプターへ※3
l：前のデータへ ※1、再生データの頭出し、長押しで巻き戻し、前の
チャプターへ※3
L（楽曲検索）※1：
「LISMO Music Search」
利用画面を表示
「うたとも®」利用画面を表示
R
（うたとも）※1：
1／3：歌詞カードの前／次ページを表示※2
2※3：明るさ設定の切り替え
4※1：ランダム設定の切り替え
5：ガイド表示
6※1：リピート設定の切り替え
7※3：画質設定の切り替え
N※3※4：通常再生／全画面再生／全画面拡大再生の切り替え
g：音量調節、長押しで次のデータへ

f：音量調節、長押しで再生データの頭出し

再生したいデータを選択→c

※1 ビデオ再生時は無効です。
※2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。
ビデオ再生時は詳細が表示されます。
※3 ビデオ再生中に有効です。
※4 ビデオクリップ再生中に有効です。

◎ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を
与えることがありますので、
ご注意ください。
◎ LISMO Player起動中（再生中を除く）に約30分間キー操作をしないと、
LISMO Playerが終了します。

プレイリストを再生する

ビデオを再生する
本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され
ているビデオを再生します。

LISMO Playerメニュー→［ビデオライブラリ］
再生したいデータを選択→c

◎ ビデオ再生中の操作については、
「楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中の
キー操作について」
（▶P.230）
をご参照ください。

LISMO Playerメニュー
→［プレイリスト］

再生中／全曲一覧画面のメニューを利用する

《プレイリスト
一覧画面》

トップ20
トップレート
最近聴いた曲
最近追加した曲

再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登
録されたプレイリストです。
再生中にランク付けした5つ星ランクの曲
を集めたプレイリストです。
最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集め
たプレイリストです。
最近追加した順に20曲まで集めたプレイ
リストです。

プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも表示されま
す。
（▶P.233「プレイリストを作成する」）

ランダム設定

リピート設定

チャプター表示
はじめから再生

再生順をランダムにするかどうかを設
定します。
「ON」
「OFF」
再生中のデータの繰り返しを設定しま
す。
「1曲リピート」
「全曲リピート」
「リピートOFF」
再生中／選択中のデータのチャプター
一覧を表示します。
選択中のデータをはじめから再生しま
す。

LISMO

プレイヤー画面
（▶P.230）
／全曲一覧画面
（▶P.230）
／
ビデオライブラリ画面
（▶P.231）／ビデオ再生中画面
（▶P.231）で%（メニュー）
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サウンド DBEX設定 音響のDBEX効果を設定します。
「ON」
「OFF」
設定／
ビデオ
イコライザ 音質効果を設定します。
サウンド 設定
「O F F」
「P o p」
「R o c k」
「J a z z」
「L e t s」
設定
「Bass」
•「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定
できません。
サラウンド 音響効果を設定します。
設定
「OFF」
「Wide」
「Hall」
•「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定
できません。
プレイリストに登録
再生中／選択中のデータをプレイリス
トに登録します。
• データによっては、曲名、アーティス
ト名、アルバム名が「その他」と表示さ
れ、プレイリストに登録できない場合
があります。
着うた／ 着うた保存 ▶P.232「着うた®として保存する」
壁紙保存 壁紙保存
データ内に壁紙用画像が登録されてい
LISMO

サイトリンク
レート変更

削除
詳細情報
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る場合に、壁紙用画像をデータフォルダ
に保存します。
• データによっては「壁紙保存」できな
い場合や、再生中に表示される画像と
は異なる場合があります。
データ内にリンク情報が含まれている
場合にサイトを表示します。
再生中／選択中のデータに対して、★で
0〜5までのレート（評価）を設定しま
す。
再生中（一時停止状態）／選択中のデー
タを削除します。
再生中／選択中のデータの詳細情報（曲
名、アーティスト名、アルバム名、トラッ
ク番号、再生時間、権利者情報、販売元な
ど）を表示します。

ソート

明るさ設定

画質設定
操作ガイド

全 曲 一 覧 画 面 に 表 示 さ れ る デ ータ を
ソートします。
「保存日時」
「タイトル／曲名」
「アーティスト名」
「アルバム名」
「レート」
ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝
度を設定します。
「画質設定連動」
「自動」
「明るさ4」〜「明
るさ1」
表示画質を設定します。
「あざやか」
「標準」
「映画」
「省電力」
ガイドを表示します。

※ メニューに表示される項目は、
画面によって異なります。

着うた®として保存する
データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面（▶P.230）で再生中または全曲一覧
画面
（▶P.230）でデータを選択中に%（メニュー）
→［着うた／壁紙保存］
→［着うた保存］
データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

■ データに登録された範囲から選択する場合

範囲を選択→c
&（プレビュー）：指定されている範囲を再生。
再生中にc（保存）を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

［ユーザー指定区間］
→%（再生）
→保存開始のところで
c（開始）
%（停止／再生）：一時停止／再生

保存終了箇所でc（終了）

%（保存）
c（プレビュー）：指定されている範囲を再生。再生中にc（保存）を押
すと、データを保存できます。

プレイリスト一覧画面で%（メニュー）
→［新規作成］
新規のプレイリスト編集画面が表示されます。

◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、
「ユーザー指定区間」によ
る着うた保存ができない場合があります。
®
◎ 保存した着うた はmicroSDメモリカードへ移動／コピーすることはでき
ません。
《プレイリスト
編集画面》

プレイリストを利用する
LISMO Playerメニュー（▶P.229）
→［プレイリスト］
プレイリスト一覧画面が表示されます。

%（メニュー）

タイトル
作成者
作成日

▶P.233「プレイリストを作成する」

編集※

▶P.234「プレイリストを編集する」

Eメールへ添付※

プレイリストを添付したEメール作成画面
を表示します。

削除※

選択したプレイリストを削除します。

プレイリスト
情報※
作成者名設定※

プレイリストに含まれる各種情報を表示し
ます。
ユーザーリスト作成時のプレイリストに自
動的に入力する「作成者名」を設定します。
• 全角／半角64文字まで入力できます。

※ 作成／ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

プレイリストを作成する

画像

作成日をaで選択します。
コメントを入力します。
• 全角／半角128文字まで入力できます。
画像を設定します。
「データフォルダ」
「外部メモリ」
「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して%
（確定）を押すと、その時点で保存されま
す。

LISMO

新規作成

コメント

タイトルを入力します。
• 全角／半角20文字まで入力できます。
作成者を入力します。
• 全角／半角64文字まで入力できます。

楽曲設定欄を選択→c（追加）
［全曲一覧］
／［アーティスト一覧］
／［アルバム一覧］
「全曲一覧」を選択した場合は操作

に進みます。

アーティスト／アルバムを選択→c
%（一括追加）でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを
一括して追加できます。

「全曲一覧」
「アーティスト一覧」
「アルバム一覧」に登録されているデー
タからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。
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■ 登録したデータを解除する場合

データを選択→c
選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの
データにカーソルを移動してc（解除）を押すと、選択を解除できま
す。

%（決定）
→%（確定）
編集した内容が保存されます。

◎ 1つのプレイリストには、
30曲までのデータを登録できます。

プレイリストを編集する
プレイリスト一覧画面で編集するプレイリストを選択
→%（メニュー）
→［編集］
プレイリスト編集画面が表示されます。

■ データを追加する場合

登録されているデータを選択→c→［楽曲追加］
LISMO

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択し
てc（追加）を押すと、末尾にデータを追加できます。
以降の操作については、
「プレイリストを作成する」
（▶P.233）の操作
以降をご参照ください。

登録されているデータを選択→c→［並び替え］
位置を変更するデータを選択→c→jで移動
→c（移動先）
%（決定）
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1件解除

選択したデータの登録を解除します。

複数件解除

複数のデータを選択してデータの登録を解除
します。

全件解除

登録されているすべてのデータを解除します。

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。
◎ 必要な項目だけ編集して%
（確定）
を押すと、
その時点で保存されます。

「うたとも®」を利用する
「うたとも®」は、LISMO Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好
みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣
味を持つ人を見つけたりできるサービスです。
■ マイページを表示する場合

LISMO Playerメニュー（▶P.229）
→［うたともコミュニティ］
「うたとも®」のマイページが表示されます。

■ 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合

■ データを並べ替える場合

別のデータを移動する場合は、操作

登録されているデータを選択→c→［登録解除］

を繰り返します。

LISMO Playerで着うたフル®再生中にR（うたとも）
再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です
（有
料）
。
◎ 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
◎ 楽曲データをやりとりすることはできません。

◎ LISMO Playerで再生できる曲の中には、一部
「うたとも®」で取り扱いして
いないものもあります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、
「うたとも®」をご利用に
なれません。

■ マイページでできること
「うたとも®」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメ
の楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのペー
ジを見ることができます。

LISMO Music Searchを利用する
気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える
「音楽検索サービス」です。
検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロー
ド、待ちうたの設定、CD／DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の
歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

LISMO Playerメニュー（▶P.229）
→［LISMO Music Search］
LISMO Music Searchメニューが表示されます。

◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。
また、0を押すこと
でマイページに戻ることができます。

■ 楽曲ページでできること
提供：KDDI株式会社
Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

アーティスト検索

▶P.236「アーティスト検索をする」

あいまい検索

▶P.236「あいまい検索をする」

聴かせて検索

▶P.237「聴かせて検索／うたって検索
をする」

うたって検索

LISMO

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴い
た登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビュー
を書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティス
トのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイト
から曲をダウンロードすることもできます。

歌詞検索

気 に な る 曲 の 歌 詞 ／楽 曲 情 報 を、ア ー
ティスト名／曲名／歌詞のフレーズから
検索します。
ランキング／特集／ 最新の音楽ニュースをチェックしたり、
ニュース
今おすすめの音楽キャンペーンや特集、
LISMO Music Searchでのさまざまな
検索ランキングを表示します。
検索
全検索
最新検索履歴を100件まで表示します。
りれき りれき
お気に入り お気に入りの検索履歴を100件まで表示
します。
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検索
りれき

この曲
検 索 履 歴 の 傾 向 か ら、音 楽 ジ ャン ル や
知ってる？ アーティスト・性別などさまざまな要素
で似ている楽曲を表示します。

アーティスト検索をする
アーティスト名から楽曲を検索します。

LISMO Music Searchメニュー→
［アーティスト検索］
◎ LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設
定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービ
ス利用確認画面が表示されます。
「はい
（次回以降も同様）」にすると、次回か
ら表示されません。
◎ 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
◎「エリア設定」を「日本」
以外に設定している場合は、LISMO Music Search
をご利用になれません。

■ 検索結果について
LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード
先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

LISMO
《アーティスト
検索結果画面》

ダウン
ロード

着うたフル®／着うた®、ビデオクリッ
プ の ダ ウ ン ロ ード 先、待 ち う た や
CD／DVDの購入先を表示します。

歌詞

歌詞を表示します。

関連情報

アーティストプロフィールや楽曲試聴
コメントの他、
「 この曲知ってる？」で
は音楽ジャンルや性別などさまざまな
要素から連想し、おすすめする楽曲を
表示します。

再生

検索メモ
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保存されている楽曲を再生します。

うたとも 「うたとも®」の楽曲ページに接続しま
の楽曲
す。
ページへ • うたとも利用者がコメントする楽曲
へのコメントを確認できます。
コメントを入力します。

楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力
名前を入力して「で始まる」
「 を含む」
「 と一致する」の条件を指定する
と、絞り込み検索ができます。

検索を行いたい項目を選択→c
検索されたアーティスト名からアーティストを選択→c
楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、
「前へ」
「次へ」
や「全件」プルダウンメニューの
「五十音」
「英字」などで絞り込んでくだ
さい。

目的の楽曲を選択→c
検索結果が表示されます。

あいまい検索をする
あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

LISMO Music Searchメニュー→
［あいまい検索］
キーワードを入力→［検索］
アルバム／曲情報から目的のアルバム／楽曲を選択→c
アルバムや楽曲の紹介文と関連した楽曲が表示されます。

目的の楽曲を選択→c
検索結果が表示されます。

聴かせて検索／うたって検索をする
聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたっ
て検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。

LISMO Music Searchメニュー→
［聴かせて検索］
／
［うたって検索］

◎「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で
「データ一覧」
から確認できます。

BGM再生する
LISMO Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができま
す。

［検索開始］
→c

LISMO Player再生中にw

聴かせて検索の場合は、E09Fのマイク（送
話口）をスピーカーなどの音源に向けて、音
楽を5〜15秒程度聴かせてください。
検索が終了すると、バイブレータの振動で
お知らせします。
うたって検索の場合は、マイクに向かって
「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってくだ
さい。歌詞を口ずさむより、
「タタタ〜」と歌
う方が認識されやすくなります。

クイックアクセスメニューが表示されます。

検索終了後、
画面に検索結果を表示

が表示されたままとなります。

◎ BGM再生中はデータフォルダの「LISMO」フォルダや
「全データ」フォルダ
内のLISMO関連データは選択できません。
◎ 再生中のデータやBGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一
時停止される場合があります。
LISMO

検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD／DVDの項目
が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウン
ロード、CD／DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や
楽曲情報を見ることができます。Eメールでも検索結果を通知できま
す。

他の機能を選択→c
BGM再生中は、画面に

◎ 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠
い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できない
ことがあります。
◎ 生演奏（ライブ）
、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索でき
ません。
◎ 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を
超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもで
きます。
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LISMO Playerを設定する
LISMO Playerメニュー
（▶P.229）
→［設定］
オートOFF設定

LISMO
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指定した時間が経過すると、自動的にLISMO
Playerを終了します。
「OFF」
「15分」
「30分」
「1時間」
「2時間」
「3時間」
「4時間」
®
「うたとも 」
サービス利用
や
「LISMO Music Search」
サー
確認設定
ビスを利用する前に確認画面を表示するかど
うかを設定します。
「表示する」
「表示しない」
情報ウィンドウ 情報を取得する際に情報ウィンドウを利用す
利用確認設定
るかどうかを設定します。
「毎回表示する」
「情報ウィンドウを利用する」
「情報ウィンドウを利用しない」
•「エリア設定」を「日本」以外に設定している
場合は、情報ウィンドウをご利用になれま
せん。
プレイヤー情報 LISMO Playerのバージョン情報を表示しま
す。

