
パソコンでMIDIデータを購入し、
iPhone（iPad）で再生する方法
※本マニュアルは、2020 年12月現在、Windows10と、iPhone OSバージョン14.2をもとに作成しています。
機種やアプリのバージョンアップ等により実際の表示や仕様が異なる場合があります。

ver.2020

1-1：購入したい音源の「カートに入れる」ボタン
を左クリックし、必要事項を登録しながら、画面
に従って支払いを完了してください。

1-2：お支払いが完了したら「【ONTOMO Shop】ご入
金ありがとうございます」という件名のメールが届きます
ので、記載されているURLを左クリックしてください。

1-3：1-1で登録したメールアドレスを入力し、
［OK］を左クリックします。

click!

「@ezweb.ne.jp」「@softbank.ne.jp」「@docomo.ne.jp」などの
MMSメールでお申込みいただいた場合、当ショップからお送りするメー
ルが迷惑メールとして自動的に判断されてお客様に届かないことがありま
す。ご注文時にメールアドレスを登録する際、プロバイダで契約している
POPメール、またはwebメール（gmail 等）のアドレスでお願いいたし
ます。

※POPメール、webメールでもメールが届かない場合
迷惑メール対策で受信拒否設定をしていないかご確認ください。パソコ
ンメールからの受信拒否／URL 付きメール拒否等をしている場合は許可
してください。ドメイン指定をしている場合は、
「@ongakunotomo.co.jp」を受信可能にしてください。

ONTOMO Shop
音源ダウンロード画面

－1－        パソコンでMIDIデータを購入し、iPhone（iPad）で再生する方法

1：「iTunes」（Apple 社のMacをご使用の方は「Apple Music」）を PCにダウンロード（ダウンロード方法は Step3にも明記しています）してください。
2：iPhone（iPad）の『App Store』より、「MidiOnStage」（無料）をダウンロードしておいてください。事前準備

STEP1： オンラインショプ「ONTOMO Shop」でMIDIデータを購入する

https://ontomo-shop.com/?mode=cate&cbid=2319846&csid=3

●ぴあのくらぶ「ラララ12か月」
MIDIダウンロードカテゴリーページ

ONTOMO Shopからの
メール受信画面

click!

ONTOMO Shop
音源購入画面～支払い画面

click!



2-1：「ダウンロード●●.zip」のように購入した
データが表示されるので、左クリックします。

2-2：ページ下部（左下あたり）に小窓が出るので、
右クリックして表示される「フォルダを開く(S)」を
左クリックします。

2-3：「●●.zip」のフォルダが PC上にダウンロードされるので、フォルダ
を左クリックで選択したままデスクトップ（あるいは任意のフォルダへ。
ここでは分かりやすく説明するためデスクトップとします）に移動させます。

2-4：2-3で移動したフォルダを
右クリックし、「すべて展開 (T)」を
左クリックします。

2-5：「ファイルを下のフォルダに展開する(F)」と出てくるので、
展開した場所を参照する（ここではデスクトップに展開するので、
“Desktop” となっていることを確認）左クリック。
※「完了時に展開されたファイルを表示する(H)」にチェックが
入っていることを確認してください。チェックが入っていない
場合は、チェックを入れておきます。

－2－        パソコンでMIDIデータを購入し、iPhone（iPad）で再生する方法

STEP2： MIDIデータをダウンロードする
ONTOMO Shop
音源ダウンロード画面

click!

ONTOMO Shop
音源ダウンロード画面

click!

click!

ＰＣ画面上

左クリックをしたままデスクトップへ引っ張る
（ドラッグ＆ペースト）

ＰＣ画面上

click!

click!

click!

ＰＣ画面上



2-6：解凍されたフォルダが開くので、ダブルクリックします。
（右クリックの後、「開く(O)」を選択しても同じです）

2-7：「●●●.MID」という音源データ
が表示されます。
※この後、このデータを使用しますのでこの画面はそのままに
しておいてください。

iTunes 画面
PCと iPhone（iPad）を共有させるためには、「iTunes」（Apple 社のMac をご使用の方は「Apple Music」）を PCにもダ
ウンロードする必要があります。iTunesを PCにダウンロードしていない方は、下記の手順でダウンロードをお願いいたします。
（本マニュアルではWindows10で検索した方法でご案内しています。Macでは表記が手順が異なることがあります。）

【1】Google、あるいは Yahooなどで「iTunes」と検索する

【2】「ダウンロード（または「Get it from Microsoft」と表示されている部分をクリックする

【3】ダウンロード画面に遷移しますので、ここで「今すぐダウンロード」または「ここからダウンロード」（あるいは「インストー
ル」）と表示されている部分をクリックする
※「今すぐダウンロード」という表記が見当たらない場合は、お使いの PCが 32ビット版の可能性がありますので、（もし表記が
あれば）「Windows 32ビット版をお探しですか？ここからダウンロード」と書かれた部分をクリックしてみてください。

【4】ダウンロードがはじまります
ダウンロードが始まったら、「iTunesSetUp」というものが表示されますので、手順に従ってPCへのダウンロードを行なってく
ださい。
※無事にダウンロードが終了し、iTunes のアイコン（　　）をクリックすると右の画面が立ち上がります。

音源データ
（MIDIファイル）

－3－        パソコンでMIDIデータを購入し、iPhone（iPad）で再生する方法

STEP3： iTunesと iPhone（iPad）を同期する

ＰＣ画面上

W-click!
×2



3-1：PCと iPhone/iPadをコネクタケーブル
でつなぎます。

3-2：iTunes 画面の左上に「iPhone（iPad）」のアイコンが表
示されるので、左クリックします。

iTunes 画面

click!

3-3：左のバーから「　  ファイル共有」を選択（左クリック）し、
［     MidiOnStage］を選択（左クリック）します。

iTunes 画面

3-4：2-7 で解凍しておいた音源データを全選択（フォルダ上
にマウスのポインタを置き、［Ctrl］+［A］、あるいは左クリッ
クしたまま「●●●.MID」のファイルをすべて選択）し、
「MidiOnStage の書類」へドラッグ＆ペーストします。

※「MidiOnStage の書類」下部にある［フォルダを追加］で
エクスプローラーから購入したMIDIファイルを選択すること
もできます。「フォルダを追加」となっていますが、実際にはフォ
ルダには対応していませんので、MIDIファイルを直接選んで
ください。

－4－        パソコンでMIDIデータを購入し、iPhone（iPad）で再生する方法

iTunes 画面ＰＣ画面上

左クリックをしたまま iTunes の
「MidiOnStage の書類」へ引っ張る
（ドラッグ＆ペースト）

全選択



4-1：iPhone（iPad）の
「MidiOnStage」をタップして開く

4-2：画面下の［Songs］を
選択します

iPhone(iPad) 画面 4-3：この画面で該当の楽曲番号
が表示されていれば
「MidiOnStage」への音源コピー
が完了しています。

音源を再生する場合は、再生し
たいMIDIデータにチェック（✓）
を入れ（左図❶）、 ▶ マークを
タップする（左図❷）と演奏が
はじまります。

－5－        パソコンでMIDIデータを購入し、iPhone（iPad）で再生する方法

STEP4： MidiOnStageで再生する

※音量は、iPhone（iPad）のボリュームで
調整してください。

「MidiOnStage」では、MIDI の特性を活
かした機能を使用することができます。知っ
ておくとレッスンでも役立てると思いますの
で、是非ご活用ください。

なお、ここで紹介する設定は、「1曲ごと」
に有効となりますので、一度設定したらすべ
ての曲の設定がそのように変更されるわけ
ではありません。また、一度設定すると、
「Reset」をタップするなどして設定を直さ
ない限り、次に再生した際に前回の設定の
ままで音が再生されます。

設定をリセットする際にはここを
タップします

カウントインを入れたいときには
ここにチェックを入れます

メトロノームを鳴らして演奏したい
ときにはここにチェックを入れます

その曲のだけの音量を調整したい
ときにはここで任意の音量にする
ことができます

その曲のだけのテンポを調整したい
ときにはここで任意の速度にする
ことができます

+1で半音、+2で全音上げ、－1で
半音、－2で全音下げといったように
音程を変えて演奏したいときには
ここで調整できます

iPhone(iPad) 画面 iPhone(iPad) 画面iPhone(iPad) 画面
レッスン

お役立ち情報

「Playlists」画面の右上の「＋」ボタンをタップすることで、任意のソングリストを作成することができます。「＋」ボタンをタップすると出てくる「New Playlist」にタイトルを付け（例：「ピアノランド」など。
日本語入力可）、チェック（✓）を入れた上で「Songs」をクリックすると、そのソングリストに入れたい楽曲を選ぶ画面になります。「Songs」画面の右上の「＋」ボタンをタップし、楽曲を選択してください。

iPhone(iPad) 画面

❷

❶



楽曲対照表（たのしいテクニック）
商品名：ぴあのくらぶ ラララ12か月（はる・なつ）【GS】
zipファイル名：DLLL-001_GS.ZIP
ファイル名：DLLL-001_GS
収録楽曲：lala-hn-g01～28.MID

lala-hn-g01
lala-hn-g02
lala-hn-g03
lala-hn-g04
lala-hn-g05
lala-hn-g06
lala-hn-g07
lala-hn-g08
lala-hn-g09
lala-hn-g10
lala-hn-g11
lala-hn-g12
lala-hn-g13
lala-hn-g14
lala-hn-g15
lala-hn-g16
lala-hn-g17
lala-hn-g18
lala-hn-g19
lala-hn-g20
lala-hn-g21
lala-hn-g22
lala-hn-g23
lala-hn-g24
lala-hn-g25
lala-hn-g26
lala-hn-g27
lala-hn-g28

【3月】 いもむしごろごろ（わらべうた）
【3月】 いもむしごろごろ（フュージョン風）
【3月】 うれしいひなまつり（邦楽サウンド）
【3月】 うれしいひなまつり（メルヘン風）
【4月】 チューリップ（童謡）
【4月】 チューリップ（ゲゲゲの鬼太郎風）
【4月】 チューリップ（サンバ風）
【4月】 ひらいたひらいた（わらべうた）
【4月】 ひらいたひらいた（レゲエ風）
【5月】 こいのぼり（童謡）
【5月】 こいのぼり（ファンタジー）
【5月】 ちゃつみ（手あそび）
【5月】 ちゃつみ（ブギウギ風）
【6月】 とけいのうた（童謡）
【6月】 とけいのうた（ロック風）
【6月】 てるてるぼうず（わらべうた）
【6月】 てるてるぼうず（ポツポツ雨・嵐・晴れ）
【7月】 たなばたさま（童謡）
【7月】 たなばたさま（ファンタジー）
【7月】 たなばたさま（サンバ風）
【7月】 ほたるこい（わらべうた／オカリナ）
【7月】 ほたるこい（盆踊り風）
【8月】 うみ（童謡）
【8月】 うみ（波のサウンド）
【8月】 トマト（童謡）
【8月】 トマト（TV番組のテーマ風）
【おたのしみ】 ハッピ・バースデイ・トゥ・ユー（ホームパーティー風）
【おたのしみ】 ハッピ・バースデイ・トゥ・ユー（コンチェルト風）

商品名：ぴあのくらぶ ラララ12か月（あき・ふゆ）【GS】
zipファイル名：DLLL-002_GS.ZIP
ファイル名：DLLL-002_GS
収録楽曲：lala-af-g01 ～28.MID

lala-af-g01
lala-af-g02
lala-af-g03
lala-af-g04
lala-af-g05
lala-af-g06
lala-af-g07
lala-af-g08
lala-af-g09
lala-af-g10
lala-af-g11
lala-af-g12
lala-af-g13
lala-af-g14
lala-af-g15
lala-af-g16
lala-af-g17
lala-af-g18
lala-af-g19
lala-af-g20
lala-af-g21
lala-af-g22
lala-af-g23
lala-af-g24
lala-af-g25
lala-af-g26
lala-af-g27
lala-af-g28

【 9 月】 つき（カーペンターズ風）
【 9月】 つき（かぐや姫のおはなし風）
【 9月】 むしのこえ（虫の音楽会）
【 9月】 むしのこえ（クレイダーマン風）
【10月】 おおきなたいこ（打楽器遊び）
【10月】 おおきなたいこ（ロックンロール）
【10月】 おおきなくりのきのしたで（ビギン）
【10月】 おおきなくりのきのしたで（ファンタジー）
【11月】 こぎつね（バロック）
【11月】 こぎつね（ゲーム音楽風）
【11月】 まつぼっくり（童謡）
【11月】 まつぼっくり（タンゴ）
【12月】 ジングルベル（鈴）
【12月】 ジングルベル（ゴスペル風）
【12月】 おしょうがつ（童謡）
【12月】 おしょうがつ（ラグタイム）
【 1月】 たこたこあがれ（わらべうた）
【 1月】 たこたこあがれ（琴の調べ）
【 1月】 たきび（童謡）
【 1月】 たきび（ハバネラ）
【 2月】 まめまき（行事の歌）
【 2月】 まめまき（ボサノバ風）
【 2月】 おおさむこさむ（わらべうた）
【 2月】 おおさむこさむ（ボサロック）
【おたのしみ】とんとんとんとんひげじいさん（手遊び歌）
【おたのしみ】 とんとんとんとんひげじいさん（ラジオ体操風）
【おたのしみ】 さよなら（リリック）
【おたのしみ】 さよなら（オーケストラ）
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