
● 以下のものが同梱されているかご確認ください。
・ TAPE EXPRESS 本体
・ USB ケーブル
・ Software CD
・ クイックスタートガイド/保証書

● 製品の最新情報やサポート情報につきましては、ION AUDIO のホー
ムページをご参照ください。ionaudio.jp

8. DIR（リバース）：テープの反対側の面の再生に切替えます。

9. 再生モード：片面の再生が終了したときの振るまいを設定します。片面が終わ
るともう一方の片面の再生に入るループ・モードと、片面が終わるとそこで停
止するシングル・モードがあります。

* TAPE EXPRESS は、付属の USB ケーブルでコンピューターと接続することでコ
ンピューターからの電源供給で駆動することができる他、市販の単三乾電池（2 個）
で駆動させることができます。乾電池は本体のカバーを開いたところにある電池ボッ
クスに入れます。

TAPE EXPRESS 本体、または次項でご説明します付属ソフトウェアの使用方法な
ど、ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。

1. イジェクト：このスイッチをスライドさせ 
てカバーを開きます。

2. ボリューム：ヘッドホンとUSB 接続し
たときの音量の調節をします。

3. ヘッドホン接続端子：ヘッドホンを接続
します。

4. USB 接続端子：付属のUSBケーブル
を使用して、TAPE EXPRESSとコン
ピューターを接続します。

5. PLAY（再生）：カセットテープの再生
を行います。

6. STOP（停止）：再生などを停止します。

7. F.F./REW：早送り/ 巻戻しをします。

はじめに

機能

クイックスタート・ガイド

TAPE EXPRESS をコンピューターと接続することで、カセットテープに録音した音
楽などのデータをデジタル・データに変換し、コンピューターに保存することができ
ます。もちろん携帯カセットテープ・プレーヤーとしてもお使いいただけます。コン
ピューターにデータを保存するためには、コンピューターに録音する為のソフトウェ
アが、インストールされている必要があります。市販のものでも構いませんが、この
取 扱 説 明 書では付 属の CD-ROM に収 録されている「EZ Vinyl/Tape 
Converter（Windows 用）」と「EZ Audio Converter（Mac 用）」を使用
することを前提にしています。このソフトウェアは録音したデジタル・データをアップ
ル社の iTunes を利用してファイル 管理をします。

* Windows ユーザーの方はコンピューターに iTunes がインストールされている必
要があります。
* iTunes は米国アップル社の登録商標です。

TAPE EXPRESS
EZ Vinyl/Tape Converter

付属のこのソフトウェアを使って、カセットテープのサウンドを CD に焼いたり、携
帯音楽プレーヤーに転送することができます。私たちは楽しんでこのソフトウェアの
設計を行いました。ユーザーの皆様も楽しんでお使いいただけることを願っています！

クイックスタート・ガイド

Windows

1. 付属のCDをCDドライブに挿入するか、ionaudio.jp/ezvc から、使用し 
ているコンピューターのOSに適応したソフトウェアをダウンロードし、そのファ 
イルを開いてください。

2. ポップアップ・スクリーンが自動的に表示されます。使用する言語を選択してく 
ださい。

3. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールするには、画面の指示に従って
操作を進めてください。

4. インストールが正常に完了したら、“Finish” ボタンをクリックしてください。

Mac OS X

1. 付属のCDをCDドライブに挿入するか、ionaudio.jp/ezvc から、使用し 
ているコンピューターのOSに適応したソフトウェアをダウンロードし、そのファ 
イルを開いてください。

2. コンテンツを開き、EZ Vinyl Tape Converter をダブルクリックしてください。 
Installer.pkgファイルをクリックするとインストールを開始します。

3. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールするには、画面の指示に従って
操作を進めてください。

4. インストールが正常に完了したら、“Close” ボタンをクリックしてください。

インストール

ステップ 1

コンピューターに音楽を転送する

ソフトウェアのインストールが完了したら、すぐにレコーディングを行なうことができ
ます。
Windows の場合：
スタート > すべてのプログラム > EZ Vinyl Tape Converter

Mac OS X の場合：
アプリケーションメニューからEZ Vinyl Tape Converterを開いてください。

注意：再生デバイス（ターンテーブルやテープ・プレーヤー）を選択するよう求め
られた場合、Tape Player をオンにして Next をクリックしてください。Tape 
Player を選択した場合、ノーマル、クロームなどテープ・フォーマットを選択する
ように求められます（ノーマル・テープは、家庭ユースのもっとも一般的なレコーディ
ング・テープです）。

注意：ソフトウェアが、USB デバイスを認識でいないというメッセージを表示した
場合、他のすべての USB オーディオ・デバイス（USB スピーカー、オーディオ・
インターフェイス、WEB カメラ）をコンピューターから取り外し、もう一度、Next
をクリックしてください。EZ Vinyl/Tape Converter は、EZ Vinyl/Tape 
Converterソフトウェアを含む ION 製品のみで使用可能な点にご注意ください（そ
の他のハードウェアはサポートしていません）。　＜裏面に続く＞

ソフトウェアを起動すると、右のような
画面が表示されます。

コンピューターの USB ポートに Tape 
Express からの USB ケーブルを接続
してください。Tape Express を接続
したら、“Next”をクリックしてください。

受付時間：平日 9:30～12:00/13:00～17:30TEL：0466-86-9505

ION Audio カスタマーサポート（http://ionaudio.jp/support/）



ステップ 2

音楽内に無音部を検出するとソフトウェアは自動的にトラックを分割します。良い結
果が得られるように音楽の最大ボリューム・レベルがボリューム・メーターのオレン
ジ色の部分に届くように設定してください。レベルが低すぎる場合、EZ 
Vinyl/Tape Converter は、音楽と無音部分の差をうまく検出できない場合があり
ます。マニュアルでトラックを分割する場合、Automatically split recording 
into separate tracks、または Split recording into tracks のチェックを
外してください（これは一般的なポピュラーミュージックで使用する場合に推奨しま
す。クラシックや話し声などのジャンルには適さない場合があります）。

録音を始める準備ができたらRecordをクリックし、すぐにTape Express のプレ
イボタンを押して音楽の再生を始めてください。

録音を始める前にレベルをチェックする
ことをお勧めします。

Tape Express のボリュームで、レベ
ルが適切になるよう調整してください。
ソフトウェアのボリュームレベル・メー
ターの隣にあるゲインスライダーで調整
することも可能です（音楽の最大ボ
リューム部分が、メーターのオレンジ色
の部分に届くように調整してください）。

ステップ 3

録音が始まっています。お使いのコン
ピューターのスピーカーからの音やオー
ディオ・メーターの動きをモニタリング
している必要があります。音が聞こえな
い場合、コンピューターのボリュームが
ミュートされていないことを確認してくだ
さい。

マニュアルでトラックを分割したい場合
は、New Track ボタンを押してください。新しいトラックの先頭としてマーキング
したい場合は、このボタンを使用してください。

録音が終わったら、Nextをクリックして次のステップに進んでください。

ステップ 4

Windows の場合

録音が終了したら、フォルダアイコンを
クリックして、ソフトウェアで変換したファ
イ ル を 保 存 す る 場 所（Save 
Location）を選択してください。また、
アーティスト名（Artist）、アルバム名
（Album）、トラック名（Track）をクリッ
クして対応するフィールドに入力してくだ
さい（トラック名は、変換したファイルの名称になります。アルバム名、アーティス
ト名は、ファイルを保存するフォルダの名称になります）。

注意：10 以上のトラックを録音している場合、Next をクリックしてトラック 11 ～
20の情報にアクセスしてください。

録音したファイルのラベル付けが終わったら、Nextをクリックしてください。

Mac OS X の場合

録音が終了したら、アーティスト名
（Artist）、アルバム名（Album）、トラッ
ク名（Track）をクリックして対応する
フィールドに入力してください（トラック
名は、変換したファイルの名称になりま
す。アルバム名、アーティスト名は、ファ
イルを保存するフォルダの名称になりま
す）。

注意：10 以上のトラックを録音している場合、Next をクリックしてトラック 11 ～
20の情報にアクセスしてください。

録音したファイルのラベル付けが終わったら、Nextをクリックしてください。 

重要：このステップでは、Windows ユーザーと Mac OS X ユーザーは、以下の
通り異なるウィンドウが表示されます。

ステップ 5

Windows の場合

ソフトウェアが録音したファイルを保存
したら右図のようなスクリーンが表示さ
れます。
もう一度録音を行いたい場合は、
Record Something Else をクリッ
クしてください。
録音したファイルを保存しているフォル
ダを開く場合は、Open Save Locationをクリックしてください。
これ以上の録音を必要としない場合は、Close EZ Vinyl/Tape Converter、
または Xをクリックしてください。

Mac OS X の場合

ソフトウェアは、iTunes に録音したファ
イルをエクスポートします。エクスポート
処理を完了させてください。ソフトウェア
が iTunes に録音したファイルをエクス
ポートしたら、右のような画面が表示さ
れます。

もう一度録音をしたい場合は、Yes を選択してください。これ以上の録音を必要と
しない場合はNoを選択してください。
選択を終え、もう一度録音を始めるか、アプリケーションを終了するには、Next
をクリックしてください。

これで iTunes ライブラリーで録音したファイルへのアクセスが可能になります。
iTunes ウィンドウに移動してください（録音したトラックのエクスポートが完了した
ら自動的にiTunesが開きます）。左側のミュージックライブラリー・タブをクリックし、
録音を終了したアーティスト、アルバム、トラック名に移動してください。

重要：このステップでは、Windows ユーザーと Mac OS X ユーザーは、以下の
通り異なるウィンドウが表示されます。

ファイルを他の形式に変換する

重要：EZ Vinyl/Tape Converter の Windows 版では、WAVファイルで保存す
るため、このセクションでは、Windows ユーザーを対象としています。Mac OS 
X 版では、お使いの iTunesで設定されているフォーマット（MP3、AAC、WAV 等）
で保存します。

EZ Vinyl/Tape Converter はWAV（.WAV）ファイルを保存し、お好みのオーディ
オ・ソフトウェアで再生することができますが、これは、MP3 よりも容量が 10 倍
大きくなり、ウェブサイトにアップロードしたり、スマートフォンで使用するには大き
すぎるかもしれません。iTunes、Windows メディアプレーヤー、やその他のオン
ライン・フリーアプリケーションを使用してファイル形式を変換することができます。

iTunes を使用してファイルを変換する：

1. iTunes をまだ使用していない場合は、apple.com/jp/itunes/からダウン 
 ロードしてください。

2. iTunesを起動してください。

3. メニューバーの編集、そして設定をクリックしてください。

4. 設定ウィンドウ内の一般タブのインポート設定ボタンをクリックしてください。

5. インポート方法のドロップダウンメニューを使用して変換したいフォーマットを 
 選択します（一般的なオーディオ再生アプリケーションやウェブサイトなどで 
 サポートされていることから MP3 に変換することをお勧めします。iTunes や 
 その他のApple 製ソフトウェアやデバイスを使用する場合は、AAC（.m4a） 
 に変換することをお勧めします。MP3よりもわずかに良い音質が得られます）。

6. インポート設定ウィンドウ、そして設定ウィンドウを閉じるために OK をクリッ 
 クしてください。

7. 必要なWAVファイルを探し、iTunes のサイドバーのライブラリー・カテゴリー 
 にドラッグしてください。その後、ファイルは iTunes ライブラリーに加えられ
ます。

8. iTunesライブラリーで、変換したいファイルを選択し、それを右クリックして、  
 ____ バージョンを作成（ステップ 5で選択したフォーマット）を選択してくだ 
 さい。

iTunes に関する詳細については、iTunes のヘルプ・メニューを参照してください。




