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ONTOMO Shop
音源購入画面～支払い画面

ONTOMO Shopからの
メール受信画面

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

iPhone（iPad）の『App Store』より、 MIDI 再生アプリ「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

「@ezweb.ne.jp」「@softbank.ne.jp」
「@docomo.ne.jp」などのMS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。

1-1：購入したい音源の「カー
トに入れる」ボタンをタップし、
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。

ONTOMO Shopからの
メール受信画面

1-3：下からポップアップ
で「アプリで開く」とい
う画面が表示されたら、
「Safari」で開くことをお
勧めします。
この画面は、お使いのメールによって
は表示されないことがあります。表示
されなければこの箇所はそのまま飛ば
して次にお進みください。

ONTOMO Shop 音源ダウンロード画面

1-4：1-1で登録したメールアドレス
を入力し、［OK］をタップします。

ここから先に進めない場合は……
・Yahoo!メールやChromeから画面を開いた場合、
仕様によりエラーが出たりダウンロードができない
などの予期せぬ現象が発生することがあります。そ
の場合は上部のアドレスをコピペし、Safari で開い
てみてください。

・右下部分にSafari マーク（　　）が表示されて
いると、画面が遷移しません。一度 Safari マーク
をタップしてタブマーク（　　）にしてから、メー
ルアドレスを入力してみてください。



－2－  iPhone（iPad）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

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、タップします。

ONTOMO Shop
音源ダウンロード画面

2-2：「“●●.zip をダウンロー
ドしますか？”」という確認画
面が表示されるので、［ダウン
ロード］をタップします。

ONTOMO Shop
音源ダウンロード画面

2-3：画面右上にダウンロード
マーク（　　）が表示される
ので、タップします。

ファイルダウンロード画面 ファイルダウンロード画面 フォルダ内部画面

2-4：解凍したい zipファイル
をタップします

2-5：zipファイルの中に格納
されているフォルダ（青いフォ
ルダ）が表示されるので、タッ
プします。

2-6：フォルダに格納されて
いるMIDI 音源が表示される
ので、MidiOnStageに取り
込みたい音源をタップします。



MIDI 音源画面 MidiOnStage [Songs] 画面

2-9：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。1曲ずつしか
コピーができないため、画面左
上の「ファイル」をタップして、
本マニュアルの手順 2-6に戻り、
同じ手順で残りの楽曲をコピーし
てください。

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。

2-7：画面左下に表示される共
有マーク（　　）をタップし
ます。

MIDI 音源画面

2-8：ポップアップ画面で共有
先指定ができますので、
「MidiOnStage」をタップし
ます。

「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

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

ここで「MidiOnStage」のアイコンが表
示されない場合はポップアップ画面右端に
ある「その他」のAppから探してください。

※音量は、iPhone（iPad）のボリュー
ムで調整してください。

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。

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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