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はじめに

　　　　ラウンドダンスの音楽はレコードが長い期間使用されていましたが、Hilton社がプレーヤー付きのサウンドシステムの製造を終了し、また2015
年には米国のSD/RDレコードを取り扱っていたPalomino Recordが廃業したためにレコードの入手も困難となりました。

　　　　代わる音源としてはＣＤがありますが、丁度デジタル音楽プレーヤーの普及によってインタネット上に音楽を配信するサービスが広がり、多くの
曲が配信されるようになりました。また1曲当たりの単価も安いためにラウンドダンスの音楽はＣＤに主流が移ることなく一気にデジタル音楽へと
移ってきました。

　　　　デジタル音楽の入手はインターネット上のショップで購入することになり、今までのように電話やＦＡＸで行うことなくすべてオンラインで行いま
す。これは便利なのですが、反面パソコンやタブレット、スマホ等で購入の操作しなければならず、これらの機器に不慣れな方にとってはハード
ルが高く購入ができないケースが多く見受けられました。

　　　　購入の操作はパソコンで行うことが多いため、パソコン上での購入の操作をまとめ、不慣れな方でも購入できるようにするために本マニュアル
を作成しました。購入の一助の活用いただければ幸いです。

　　　　この資料はMSパワーポイントで作成しています。講習会等でパワーポイントのファイルを使用したいときは事務局にお問い合わせください。
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購入の準備

インターネットで楽曲を購入するために必要なもの

　１．パソコン

 スマホでも購入可能ですが画面が小さすぎて操作が困難です。

 タブレット単体でも購入可能ですが、パソコンで購入しタブレットやその他の音楽プレーヤに転送して使用する方法が一般的です。

 インターネットに接続できる状態であることが必要です。

　２．クレジットカード

 購入の決済に使用します。

 クレジットカードがなくてもプリペイドカードやギフトカードが使えるショップもあります。

必要なスキル

　１．ブラウザの操作ができる

 MS IEやMS Edge、Safari等のブラウザ（インターネットに接続してホームページを閲覧するアプリ）の操作ができることが必要です。

　２．文字の入力ができる

 楽曲を探したり決済情報を入力するために英文字、漢字の入力ができることが必要です。

　３．フォルダの作成やファイルの移動・コピーができる

 ダウンロードしたファイルを利用するためにはフォルダを作ったりファイルを移動したりコピーしなければなりません。

 タブレットその他に転送するときはアプリの操作も必要になることがあります。



デジタル音楽の購入

インターネットを利用してデジタル音楽を入手できるインターネットショップ（代表例）

デジタル音楽を販売しているショップは多数ありますが、そのなかでも登録曲数が多く、また多くのコレオグラファー（振付者）が購入先としているショップを
紹介します。Ｓ協の推薦曲・推奨曲の殆どはこのサイトのいずれかから購入できます。

・Amazon（アマゾン）(日本語サイト） http://www.amazon.co.jp/

クレジットカードはVISA,MASTER,JCB等が使用できます。また、Amazonギフト券も使えます。

サイトに入ったらデジタルミュージックを選んで曲名選択すると1曲単位で購入できます。

・Casa musica(カーサ・ミュージカ) (独語サイトですが、日本語に切り替え可) http://www.casa-musica-shop.de/

クレジットカードはVISA,MASTER,JCB等が使用できます。またPayPalも使用できるようですが画面には出てきません。(実際には使用できないかもしれ
ません）

・iTunes Store(アイチューンズ・ストアー)(日本語サイト）

　　　専用アプリ　iTunesからアクセスとなります。パソコンにiTunesがインストールされていないと使用できません。クレジットカードの他、iTunesギフトカード、
iTunesカード(プリペイドカード)が使えます。

　　　iTunesの登録サイト：http://www.apple.com/jp/itunes/download/



インターネットで購入するにあたり留意すること

インターネットを利用してデジタル音楽を入手できることは大変便利ではありますが、気をつけないと詐欺に遭ったり、知らない間にクレジット
カード情報を盗まれて高額請求を受けたりする危険性もあります。これらのリスクは十分な対応策と普段から意識して使用することによって避
けることができます。

１． 新のウイルス対策ソフトを使用する
　　Windows10にはウイルス対策が標準で組み込まれています。またiPadやMacにはウイルスの心配が無いという伝説がありますが、
　　これを鵜呑みにしてウイルス対策ソフトを使わずに何もしないでいるとウイルスに感染する恐れがあります。ウイルスに感染してしまっ
　　たら何が起きるか判りません。
２．信頼のおけるサイトしか開かない
　　インターネット上でいろんなサイトを見ることができますが、中にはウイルスやフィッシング詐欺が仕組まれたサイトもあります。怪しい
　　サイトは見ないようにしましょう。
３．クレジットカード情報等の入力時は特に慎重に
　　クレジットカード等の情報を入力する際にはhttpsという暗号化された通信が使われます。サイトのアドレスに注意し、http://で始まる
　　ところでは個人情報を含む重要情報は登録作業を行わないでください。
４．メールのリンクや添付ファイルに注意
　　心当たりの無い人や会社から来たメールにリンクや添付ファイルが付いていることがあります。これらは詐欺やウイルスの恐れがある
　　ことを承知してください。心当たりの無いメールは開かないのが一番です。
５．OS（Windows）やアプリ(ソフト)の更新を確認し、updateがあるときは速やかに行ってください。



iTunes Store編



キューシートを見て購入するまでの手順

2016/10/3

MUSICとSOURCE欄から
曲名：Loving You
アルバム名:The Essential Kenny G
アーチスト:Kenny G
購入先：iTunes
が読み取れます。

キューシートのヘッダー部には使用する音楽の情報が記載されています。
この情報をもとに購入します。
但し、購入先がiTunesと書いてあっても、iTunes Storeで購入できるとは限りません。これは海外で取り扱っている曲であっても日本国内では販売していないケー
スや、すでに登録を削除したケース等があるからです。実際の購入先はS協機関誌又はホームページのキューカードの情報を参照してください。



iTunes Storeで購入する

iTunes Storeで購入するには専用のソフト(アプリ)が必要です。
パソコン（Windows）:iTunesのダウンロードとインストールが必要

　　ダウンロード方法とインストール方法は別資料（iTunes導入編）を参考にしてください。
パソコン（Mac)：標準でインストール済み

iTunes Storeでの購入手順

１．パソコンでiTunesを開きます
２．初めて使用するときはユーザー登録します
３．クレジットカード情報の登録をします
４．メニューからiTunes Storeを開いて目的の曲を探します
５．目的の曲が見つかったら試聴し、間違いなければ購入します
６．購入すると自動的にパソコンに楽曲がダウンロードされます
７．必要に応じ、別のフォルダにコピーして楽曲を利用します

具体的な方法は次頁以降で解説します。

iTunes

iTunesアイコン

このアイコンをクリックしてiTunesを開きます。



iTunesの起動～Apple IDの作成

iTunesを起動し、iTunes 
Storeを開く

続けるをクリックし、
Apple IDの作成を開始
する



Apple IDを作る

2016/10/3

iTunes Storeで購入するにはApple IDを作らなければなりません。
前頁の「次へ」をクリックすると以下の確認が表示されます。

読むのは大変ですが、念のため読んで
確認しましょう。



個人情報の入力

2016/10/3

メールアドレス
パスワード
セキュリティー情報
（別のパソコンからアクセスした場合等本人の確認が必要な
ときにはこのセキュリティで登録した質問に対して回答が求
められます）
その他レスキューメール、生年月日等を登録します。
正確に登録し、パスワードは忘れないようにご注意ください。

入力が終わったら
「続ける」をクリック

パスワードには生年月日や電話番号等他人が推察しやす
いものは避けてください。
パスワードが盗まれると知らない間に勝手に買い物をされて
しまいます。



個人情報登録（続き）

2016/10/3

続いてクレジットカード情報を入力します。
セキュリティーコードとはクレジットカード裏面のサインの欄に印刷さ
れている3ケタの番号です。

住所も登録します。



個人情報登録（続き）

入力が終わったら「Apple IDの
作成」をクリック

入力が終わると登録したメールアドレスに確認メー
ルが自動的に送信される



届いたメール



確認作業

2016/10/3

メールが届いたらメール中のリンクから確認
のページを開き、先ほど登録したApple 
ID(メールアドレス)とパスワードを入力します。



確認完了

2016/10/3

これでApple IDの作成が完了
購入のための準備が整いました。



iTunesを起動

１．パソコンのデスクトップ上にあるiTunesのアイコンをクリックし、iTunesを起動します。
２．iTunes Storeをクリック



検索キーワードの入力

2016/10/3

キューシートの
MUSICとSOURCE欄他から
曲名：Loving You
アルバム名:The Essential Kenny G
アーティスト:Kenny G
演奏時間:3:18
が読み取れます。

曲名”Loving you”を探します。
虫眼鏡マークの欄に“Loving You と入力して[ENTER]
大文字・小文字はどちらでも探してくれます。



検索の結果

検索した結果、候補曲が表示されます。
しかし、この中にタイトル、アーティスト、アルバムの
すべてが一致するものは見当たりません。

そこで、条件を追加して再度検索します。
Loving Youの後にスペースを空けてアーティスト名
Kenny Gを追加します。



再検索の結果

再検索した結果、絞り込まれた候補曲が表示されます。
検索結果の一番上を見ると、アーチスト名はKenny Gでな
く、カタカナのケニー・Ｇになっていますがアルバム名は
キューシートと一致しています。
但し、時間が３：１７でキューシートの３：１８と一致しません。
更に似たアルバム名のものもあります。

同じ演奏なのか試聴してみましょう。
一番左の番号にマウスを持っていくと番号が△に変わり、
クリックすると試聴することができます。
２のLoving You(Ｌｉｖｅ)以外は同じ演奏のように聞こえます。
しかし、どの曲もキューシートの演奏時間３：１８とは一致し
ません。

さて、どうするか

こういう時はＳ協の機関紙またはホームページのキュー
カードを見てください。



Ｓ協ホームページでキューカードを確認する

2016/10/3

推薦曲・推奨曲
を開く

2015年を開く

Loving Youを開く



Ｓ協ホームページでキューカードを確認する

2016/10/3

演奏時間が訂正され３：１７となって
います。

Ｓ協の機関紙、ホームページはオリジナルのキューシート
に記載された内容そのものでなく、実際に検索したときに
表示される内容または検索するときに必要なキーワードを
記載しています。

この情報により、時間は３：１７で正しいことになり、前の
ページの一番上の曲がすべての項目で一致します。

早速購入する作業に移ります。



購入の方法

価格をクリックすると
購入できる

購入する曲が決まったら、価格をマウスでクリックするとID
（メールアドレス）、パスワードの入力画面となります。
これを入力すれば購入できます。（次頁）

クレジットカード情報は前に行ったユーザー登録で保存さ
れていますので、ここでは入力の必要はありません。



パスワードを入れて購入をクリックすれば即購入できます

ID パスワードを入力し、購入をクリック
すると再確認の画面となる

購入の方法



購入の方法

購入した曲は自動的にミュージックフォルダーに保存され
ています。
iTunesで再生する場合はそのままで再生できますが、他の
再生ソフトを使うときは必要に応じて別のフォルダにコピー
して使用します。



iTunes導入編



iTunesの導入編

iTunesを利用するにはパソコンにインストールを行わなければなりません。インストールは次のように行います。

１．iTunesの登録されているサイトに行く
　　YahooやGoogle等の検索機能を使い iTunes を検索します。
　　又は直接 http://www.apple.com/jp/itunes/download/ と入力してもOKです。

iTunesを入手できるサイトが見つか
りました。
詐欺サイトに誘導されないようにサ
イト名がwww.apple.comで始まって
いることを確認しましょう。

このリンクをクリックしてapple社の
サイトに行きます。



Apple社のサイトでiTunesを入手

Apple社のサイトに入りました。
ここでiTunesを入手できます。
ダウンロードも使用も無料です。

ダウンロードするにはメールア
ドレスを記入し「今すぐダウン
ロード」をクリックします。



ダウンロード成功！

ダウンロードが成功するとこの
画面が表示されます。
インストールのためのファイル
はダウンロードフォルダに保
存されているので、ダウンロー
ドフォルダを開いて実行しま
す。



インストールの実行

ダウンロードされたファイル。
ファイル名がiTunesで始まっています。
iTnes????Setup???.exe(?部分の文字は環境と
ダウンロード回数によって変わります)ファイルを
実行するとiTunesのインストールが始まります。



インストールの推移

1.ようこそ画面
　　[次へ]をクリックしてインストール作業を開始します。

２．オプション選択画面
　　オプションを選択します。このままでは音楽ファイルをクリックしたときに
　　iTunesが起動するようにパソコンの設定が変更されます。
　　変えたくないときは下の欄のチェックを外します。
　　[インストール]をクリックするとインストールが始まります。



インストールの推移

３.ユーザーアカウント制御（PCに変更を加える）許可
　　[はい]をクリックして続けます。

４．途中経過画面



インストールの推移

５．ユーザーアカウント制御（ソフトウェアのインストール）許可
　　[はい]をクリックして続けます。

６．途中経過画面



インストールの推移

７．インストール完了 ８．iTunesを起動



iTunes編おわり



RD楽曲の購入
Amazon編

インターネット購入マニュアル

一般社団法人日本スクエアダンス協会



キューシートがAmazonを指定している例

曲名：I Saw Linda Yesterday
アルバム名:記載なし
アーチスト:Dickey Lee
購入先：Amazon
が読み取れます。

 キューシートのヘッダー部には使用する音楽の情報が記載されています。
 この情報をもとに購入します。但し、購入先がAmazonと書いてあっても、Amazonで購入できるとは限りません。こ
れは海外で取り扱っている曲であっても日本国内では販売していないケースや、すでに登録を削除したケース等が
あるためです。S協推薦曲・推奨曲の確認済みの購入先はS協機関誌又はホームページのキューカードの情報を参
照してください。



Amazonの利用方法

Ａmazonはブラウザを使って購入ができます。
接続するにはブラウザのWebアドレス欄に  amazon.co.jp  と入力します。 (https://www.は入力しなくともOK)
EnterキーでAmazonの頁に移動します。



Windows10の標準ブラウザEdgeの画面

ここにamazonと入力



Amazon 接続成功

amazonに接続しました。
早速購入したいところですが、その前に

１．このページをお気に入りに登録
２．ユーザー登録する

以上を行います。

お気に入りに登録する方法はブラウザに
よって異なりますので、説明は省きます。

表示される画像はその都度変わりますの
で気にしないでください。



ユーザー登録

はじめて接続した時にはユーザー
登録します。
「新規登録はこちら」をクリック



ユーザー登録(アカウントの作成） 画面の指示通りに入力します。
名前は漢字で氏名を入力、フリガナ
はカタカナで入力します。
Eメールアドレスはログインするときに
使用します。

パスワードはログインの時に必要です
ので忘れずに控えておきましょう。

入力が終わったら「Amazonアカウントを作成」
をクリックします。

入力例



登録完了

登録が完了すると
名前が表示されます



ログイン
アカウントサービスにマウスを持っていき、
プルダウンメニューからサインインをクリック

してログインします。



住所･支払い情報の登録

アカウントサービスにマウスを持っていき、
プルダウンメニューからアカウントサービス

を選択します。

アカウントの登録が完了したら
住所・クレジットカードの登録を
行います。



住所･支払い情報の登録（２）

クレジットカードの追加をクリック

クレジットカードを追加します。



住所･支払い情報の登録（３）

クレジットカードの登録

クレジットカードの種類･番号、
名義人、有効期限を入力します。

必要に応じ住所も入力します。
住所を登録しておくとamazonで
買い物をしたときに改めて送付先
住所を入力する必要がありません。

この情報を登録すればいよいよ
購入ができるようになります。



I Saw Linda Yesterdayを購入する

検索欄のカテゴリーを
デジタルに変更します

検索欄にキーワード
I saw linda yesterday

を入れてEnter
または虫眼鏡アイコンをクリック



検索結果（８０曲がヒット）

試聴

カートの
中身確認

カートに入れる

　　のアイコンをクリック
すると試聴できる。

　　アイコンをクリックす
るとその曲がMP3カー
トに入る。(上の黒い帯
部分のカートではない)

３曲のうち２曲目が曲名
アーチスト名ともキュー
シートと一致している。
アルバム名を見るには
タイトルをクリックする。



検索結果その２

I Saw Linda 
Yesterday検索すると
80曲がヒットしました。
アーチスト名、アルバム
名、演奏時間はバラバ
ラです。

どれを選んだら良いの
か？

もう一度キューシートの
情報を見ましょう。

曲名の他にアーチスト
名Dickey Leeとありまし
た。
そこで条件にDickey 
Leeを追加して再検索
します。

更に下の方を見ると一杯あります！



再検索

結果は48件に絞り込まれました。
しかし、I Saw Linda Yesterday、Dickey 
Leeは一杯あります。

そこで、もう一度キューシートを見ます。

i saw linda yesterday　の後に空白を1文字入れDickey Leeを追加して再検索します



検索結果その３

キューシートをよく見るとアーチスト名の他に演奏時間も書いてありました。2:02@100%と書いてあります。100%のスピード＝速度調整しないオリジ
ナルの演奏時間が２：０２と言うことですので、それに該当する曲を探します。



曲の特定

２：０２の曲がありました！
よく見ると他にも２：０２の曲、２：０３
の曲がありますが多分同じ曲です。
”多分”に期待して　　  アイコンで

MP3カートに入れましょう。



アルバム名を見る

アルバム名はキューシートにアルバム名が記載され
ている時に確認することができます。
(今回の例ではアルバム名の記載がないため使用し
ません)

アルバム名をクリックするとアルバムが表示されます。



購入する

購入する曲のカートアイコンを
クリックするとMP3カートに入ります。

曲の追加購入があるときは検索から
繰り返します。

追加が終わったらMP3カートにマウ
スを持っていくとカートの中身が確
認できます。

削除するときは曲名の下の「カート
から削除」をクリックすれば削除でき
ます。

金額の後ろのチェックマークは「レジ
に進む」で購入・支払いする曲を示
しています。
このチェックを外すとレジに進んでも
購入・支払い処理されずにカートに
残ります。

「レジに進む」をクリックし、購入しま
しょう。



注文の確定

「注文を確定する」をクリックすると
購入できます。
但し住所・クレジットカード情報を
登録していないとそれらの情報の
入力が求められます。



注文の確定（エラーの場合１）

「注文を確定する」をクリックしたと
き、請求先住所が登録されていな
いとこの画面になりますので、情報
を登録してください。



注文の確定（エラーの場合２）

同じく、「注文を確定する」をクリッ
クしたとき、クレジットカード情報が
登録されていないとこの画面になり
ますので、情報を登録してください。

クレジットカード以外にもAmazonギ
フト券等が使用できます。



クレジットカード情報の登録

クレジットカード情報を登録してく
ださい。



購入成功！

購入に成功しました。
購入した曲はライブラリのミュー
ジックに保存されますが、それ
以外に「購入した商品をダウン
ロード」をクリックして行うことも
できます。

複数の曲の場合はzip形式にま
とめられてダウンロードされるこ
とがあります。



ダウンロードされたファイル
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Casa Musica編
インターネット購入マニュアル

一般社団法人日本スクエアダンス協会



キューシートがCasa musicaを指定している例

MUSIC欄から
曲名：Green Green Grass Of Home
アルバム名:Hits From Tom Jones
アーチスト:John Marshall
購入先：Casa Musica
が読み取れます。

 キューシートのヘッダー部には使用する音楽の情報が記載されています。
 この情報をもとに購入します。



Casa Musicaの利用方法

Casa musicaはブラウザを使って購入ができます。
接続するにはブラウザのWebアドレス欄に  http://www.casa-musica-shop.de/  と入力します。



Casa musica 接続成功

Casa Musicaに接続しました。
早速購入したいところですが、その前に

１．このページをお気に入りに登録
２．表示を日本語にする
３．ユーザー登録する

以上を行います。

お気に入りに登録する方法はブラウザに
よって異なりますので、説明は省きます。



日本語の表示に変える

日本国旗マークをクリックすると表示が
日本語に変わる。



日本語のページ



ユーザー登録

はじめて接続した時にはユーザー
登録します。
「カスタマーアカウントを作成する」
をクリック



ユーザー登録(カスタマーアカウントの作成） 画面の指示通りに入力します。
姓、名、住所は英文字で入力します。

メールアドレスはログインするときに
使用します。何かメールが届くと言う
ことはありません。

パスワードはログインの時に必要です
ので忘れずに控えておきましょう。

入力が終わったら「アカウントの作成」
をクリックします。

入力例



登録完了



ログイン

登録したメールアドレス、
パスワードを入力して

ログイン



Green Green Grass Of Homeを購入する

検索欄にキーワード
green green grass of home

を入れてEnter
または[GO!]をクリック



検索結果（３曲がヒット）

試聴

カートの
中身確認

カート

スピーカーのアイコンを
クリックすると試聴でき
る。
カートアイコンをクリック
するとその曲がカートに
入る。

３曲のうち２曲目が曲名
アーチスト名ともキュー
シートと一致している。
アルバム名を見るには
タイトルをクリックする。



アルバム名を見る

アルバムが表示され試聴が始まります。

アルバム名も一致しているので、これを購入すること
にします。

ブラウザの全画面アイコン［←］をクリックして全画面
に戻ります。



購入する

購入する曲のカートアイコンを
クリックするとショッピングカート
に入ります。

曲の追加購入があるときは検索
から繰り返します。

追加が終わったらショッピング
カートをクリックするとカートの
中身の確認に進みます。



カートの中身

追加した曲を含めて2曲がカートに
入っています。

間違ってカートに追加したときは、
ここで右端の赤いマークをクリック
すると取消することができます。

間違いなければ「レジに進む」をク
リックします。



支払いの確認

内容を確認し、「私は取引条件
を読みそれに同意します。」に
チェックを付けます。
「私は・・」の部分をクリックする
と取引条件が表示されます。
(次頁）

全てOKならば、「支払いを続け
る」をクリックします。



取引条件



取引条件



クレジットカード情報を入力

https://www.casa-musica-shop.de/ と鍵マーク を確認してクレジットカード番号を入力します。
casamusicaはクレジットカード情報を保持していません。その都度入力が必要です。



支払い完了－ダウンロード

ここをクリックしダウン
ロード

支払いが完了するとダウンロードができるようになります。



ダウンロード
をクリック

ダウンロード



ダウンロードフォルダに保存されますので、必要に応じ別のフォルダにコピーして利用します。



Case Musica編おわり




