取扱説明書
Gracenote タイトル検索ソフト

Navigation Music Title Finder
Ver. 2.02

ご使用前に必ずお読みください。
Ver.1.XX とは互換性がありません。
対象機種をご確認のうえ、ご使用ください。
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Navigation Music Title Finderの概要

操作の流れ

本アプリケーションは、MEMORY MUSIC でアルバム情報が獲得できなかったアルバムに対して、
パソコン上でオンライン検索（Gracenote データベース検索）を行い、アルバム情報を取得するための
ソフトウエアです。オンライン検索には Gracenote サーバーを利用します。

1

※ Gracenoteデータベースはパブリックなデータベースですので、データベースの内容を 100％保障
するものではありません。
※お客様が作成した CD-R などは対象になりません。

インストール要件（動作推奨環境）
対応OS

日本語Microsoft Windows Vista Home Basic
日本語Microsoft Windows Vista Home Premium
日本語Microsoft Windows Vista Business
日本語Microsoft Windows Vista Ultimate
日本語Microsoft Windows 7 Home Premium
日本語Microsoft Windows 7 Professional
日本語Microsoft Windows 7 Ultimate
日本語Microsoft Windows 8
日本語Microsoft Windows 8 Pro
日本語Microsoft Windows 8 Enterprise
日本語Microsoft Windows 8.1
日本語Microsoft Windows 8.1 Pro
日本語Microsoft Windows 8.1 Enterprise
注) Windows Vistaは 64bit 版には対応しておりません。

アルバム情報を保存する
誤ったタイトルが付与されたアルバムに対して行って

ください。
タイトル情報が付与されていないアルバムの場合

は、この手順は必要ありません。→手順 2 へ

2

SDメモリーカードまたはUSBメモリーに
アルバム情報を書き出す

3

SDメモリーカードまたはUSBメモリーを
ナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

4

P.4

P.5

Title Finderを起動し、Gracenote音楽認識
サービスからタイトル情報をダウンロードして
SDメモリーカードまたはUSBメモリーに
保存する

P.6

ハードディスク

100 MB以上の空き容量
カードリーダー

/ ライター
SDメモリーカードの読み込み・書き出しが可能なもの

インストール/アンインストール
WEB サイトからアプリケーションファイル（TitleFinder.exe）をパソコンにダウンロードすると、
Title Finderを使用できます。
アンインストールする場合は、アプリケーションファイルを削除してください。

インターネット接続について
オンライン検索するとき、パソコンのインターネット接続を利用します。
Microsoft Internet Explorerの接続設定を使用してインターネット接続するため、お使いのパソコン
が Microsoft Internet Explprer からインターネット接続できる環境であれば、本アプリケーションを
使用してオンライン検索できます。
Microsoft Internet Explorerからインターネット接続できない場合や、Microsoft Internet Explorer
の接続設定以外を利用してインターネット接続する場合は、手動でネットワーク接続設定をすることも
できます。
（P.10)

2

ナビゲーション

パソコン

5
6
7

タイトル情報取得が完了したら、
SDメモリーカードまたはUSBメモリーを
パソコンから取り出し、ナビゲーションに挿入する

ナビゲーションのタイトル情報を更新する

データベースを再検索して
アルバムのタイトルを更新する

P.8

P.9

3

アルバム情報を保存する

SDメモリーカードまたはUSBメモリーにアルバム情報を書き出す

誤ったタイトルが付与されたアルバムがある場合は、

下記手順でアルバム情報を保存してください。
タイトル情報が付与されていないアルバムの場合は、

下記手順は必要ありません。そのまま SDメモ
リーカードまたは USB メモリーにアルバム情報を書き出してください。
（P.5）
準

備

●● 誤ったタイトル情報の付与されたMEMORY

MUSICが保存された SDメモリーカードをナビゲーションに
挿入し、MEMORY MUSICに切り換えてください。

1

2

3

MEMORY MUSIC再生画面で 編集 を選ぶ

曲管理

はい

を選ぶ

5

アルバム情報保存

を選ぶ

準

備

●● タイトル情報を書き出すメディア
（USBメモリー/SDメモリーカード）
をナビゲーションに挿入してください。

●● ナビゲーションまたはパソコンで初期化したSDメモリーカードを1枚ご用意ください。

パソコンでの初期化には「SDフォーマッター」をご使用ください。詳しくは、下記サイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/
（URLは予告なく変更になる場合があります）

1

MENU を押す

2

ツートップメニューから、情報・設定 を選ぶ

ツートップメニューを表示します。


アルバム情報が、

ナビゲーションに保存
されます。

3

オーディオチューン

4

gracenote

を選ぶ

USB、
MEMORY MUSIC再生中のみ）
6 （SD、
はい を選ぶ

7 （アルバム情報を書き出すメディア
SDカード / USB ）を選び、書き出し を選ぶ

を選ぶ
タイトル情報の付与されていないアルバムと、

ア ル バ ム 情 報 保 存（P.4）を し た ア ル バ ム
の情報が、SDメモリーカードまたはUSBメモ
リーに書き出されます。

を選ぶ

8
4

書き出しが完了したら、OK を選ぶ

誤ったタイトルが付与されたアルバムを
選び、アルバム編集 を選ぶ

5

カスタムアップデート（個別更新）を選ぶ

SDメモリーカードまたはUSBメモリーをナビゲー

ションから取り外し、パソコンに挿入してください。

4

5

タイトル情報をダウンロードしてSDメモリーカード /USB メモリーに保存する
準

備

●● アルバム情報を書き出したメディア
（USBメモリー/SDメモリーカード）をパソコンに挿入してください。

1

 アプリケーションのアイコン
本
をダブルクリックする

5

手順4で選んだファイルが表示されている
ことを確認して、次へ >> をクリックする

8 （複数のタイトルが検索された場合のみ）
タイトルを選択し、OK をクリックする

Title

Finderが起動します。

2

(初めて起動したときのみ)
使用許諾文を最後までお読みのうえ、
同意する をクリックしてください

同意する をクリックしないと、本アプリケー
ションを利用できません。

3

参照 をクリックする

6

バージョン情報 ：本アプリケーションの
バージョン情報を表示
接 続 設 定 ：ネットワーク接続設定
をする（P.10)
終 了
：本アプリケーションを

終了する

SDメモリーカードまたはUSBメモリー内の
4 「NVDATA」
フォルダ→「export.dat」ファイル
を選び、開く をクリックする

データベース検索

をクリックする

データベース検索を開始します。

キャンセル をクリックすると、
検索中に

データベース検索を中止します。
正常に検索できないときは、

ネットワーク
接続の設定を確認してください。
（P.10)

7 （ダイヤルアップ接続の場合のみ）
接続 をクリックする

9

ダウンロードが完了したら、
保存 をクリックする

タイトル情報が、

SDメモリーカードまたは
USBメモリーに保存されます。
SDメモリーカードまたはUSBメモリーをパソコン

から取り外し、ナビゲーションに挿入してください。

ダイヤルアップ

接続状態を表示
キャンセル をクリックすると、
接続中に

ダイヤルアップ接続を終了します。

6

7

ナビゲーションのタイトル情報を更新する
準

備

準

●● タイトル情報を保存したメディア
（USBメモリー/SDメモリーカード）
をナビゲーションに挿入してください。

1

MENU を押す

2

ツートップメニューから、情報・設定 を選ぶ

3

データベースを再検索してアルバムのタイトルを更新する

ツートップメニューを表示します。


オーディオチューン

を選ぶ

USB、
MEMORY MUSIC再生中のみ）
6 （SD、
はい を選ぶ

7 （アルバム情報を読み込むメディア
SDカード / USB ）を選び、取り込み を選ぶ

MUSICが保存された SDメモリーカードをナビゲーションに挿入し、
MEMORY MUSICに切り換えてください。

1

2

5

曲管理

を選ぶ

5

データベース再検索

を選ぶ

データベースが再検索され、

タイトル情報
が更新されます。

前へ / 次へ でアルバムを選び、更新

gracenote

を選ぶ

8

はい

はい

を選ぶ

を選ぶ

を選ぶ
選んだタイトル情報に更新されます。


ダウンロードしてSDメモリーカードまたは

USBメモリーに保存されたタイトル情報が、
ナビゲーションに保存されます。

カスタムアップデート（個別更新）を選ぶ

9

8

MEMORY MUSIC再生画面で 編集 を選ぶ

タイトル情報が複数ある場合は

3
4

備

●● タイトルを更新したいMEMORY

4

タイトルを更新したいアルバムを選び、
アルバム編集 を選ぶ

取り込みが完了したら、OK を選ぶ

9

ネットワーク接続設定をする

1

接続設定 をクリックする

Internet Explorerの設定を使用する
「Internet Explorerの設定を使用する」に
チェックする

ダイヤルアップで接続する

1

「Internet Explorerの設定を使用する」の
チェックを外す

プロキシサーバーを使用する場合

1 「プロキシサーバーを使用」にチェックする

2 「ダイヤルアップ接続を使用」を選ぶ

2

接続設定をする（右記）

Internet

Explorerのネットワーク接続設定
を使用して接続します。
（初期設定）
通常は、この設定をお使いください。

2
3

プロキシサーバーの設定をする

接続先を選ぶ

LAN 経由で接続する

3

設定 をクリックする

Explorerの設定を使用する」の
1 「Internet
チェックを外す

2 「LAN接続を使用」を選ぶ
タイトル取得の完了時に回線を自動で切断

タイトル取得が完了したら、自動的にダイ
ヤルアップ接続を切断します。

サ
 ー バ ー：プ ロキシサーバーアドレスを
入力する
ユ
 ー ザ ー：プロキシサーバーのユーザー名
を入力する
ポート番号：プロキシサーバーのポート番号
を入力する
パスワード：プロキシサーバーのパスワード
を入力する

設定内容が保存されます。
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Gracenote音楽認識サービスについて
音楽認識技術と関連情報はGracenote® 社によって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標
準です。詳細は、Gracenote® 社のホームページwww.gracenote.com をご覧ください。
 Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ :

copyright © 2000 - present Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000 - present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つま
たは複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをご覧くだ
さい。
 Gracenote、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および / またはその他の国
における Gracenote, Inc.の登録商標または商標です。
 エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) か
ら提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下
「Gracenote ソフトウェア」とする) を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 (以
下「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報をオンライン サーバー或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して
「Gracenote サーバー」とする) から取得するとともに、取得されたGracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客
様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenote
データを使用することはできません。
お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的にの
みに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや
Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾さ
れていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用
しないことに同意するものとします。



MD5 Message-Digest Algorithm

Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc.
All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA
Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability
of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.
Please be noted that this software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.
 ナビゲーションには、
Google

Protocol Buffersが含まれています。このソフトウェアに適用されるライセンス条件につい
ては、以下のホームページをご覧ください。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
なお、このソフトウェアは、ライセンサーから提供されたソースコードを一部改変して作成されています。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サー
バーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解
除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止す
ることに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サー
バーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する任意の情
報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が本契約上の
権利を Gracenote として直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。
Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数
字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエ
リを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー
ポリシーを参照してください。
Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾される
ものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を
問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを
削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サー
バーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保
証は致しません。Gracenote は、将来Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリ
を、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとします。
Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を
負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による
Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかな
る場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わ
ないものとします。
copyright © 2000 to present Gracenote
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SD メモリーカード/USBメモリーについて
SD メモリーカードについて
■	ナビゲーションで使用できる SD メモリーカード
※本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SD メモリーカード」と表記しています。
SDHCメモリーカード

（32 GB 以下）＊1
SDメモリーカード

（2 GB 以下）
microSDHC

メモリーカード（32 GB 以下）＊1＊2
microSDメモリーカード

（2 GB 以下）＊2
miniSDメモリーカード

（2 GB 以下）＊2

商標について
	Microsoft、

Windows、Windows Vista、Windows Media、およびInternet Explorerは、
米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
SD
 ロゴは SD-3C, LLCの商標です
本説明書に記載されている各種名称、

会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、

これを十分尊重いたします。

＊ 1 SDHCロゴのある(SD 規格準拠 ) カードのみ使用できます。
＊ 2	カードを SD メモリーカード挿入口へ挿入するときは、必ずカードに付属の専用アダプターを装着
してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

■	SD メモリーカードは、使用する前にナビゲーションで初期化してください。
または、

パソコンで「SD フォーマッター」
（フォーマットソフトウェア）を使って初期化してから使用
してください。SD フォーマッターについては、下記サイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/
お知らせ
無線LAN内蔵の

SDメモリーカードは使用できません。

USB メモリーについて
■	本機で使用できる USB メモリー
USBマスストレージ規格準拠

フ
 ァイルシステム：FAT 16、32
U
 SBコミュニケーションフォーマット：USB2.0（12 Mbps）
パソコンと接続時、

リムーバブルディスクとして認識されるもの
U
 SBメモリー本体にセキュリティがかかっていないもの

SD メモリーカード /USBメモリーの取り扱いについて
読み書きしているときに以

下のことはしないでください。
・SDメモリーカードを取り出す
・USBメモリーを取り外す
・機器の電源を切る
強
 い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
デ
 ータ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
長時間使用すると、

SDメモリーカード /USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障で
はありません。
S
 Dメモリーカード/USBメモリーには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができな
くなる場合があります。
SDメモリーカード

/USBメモリーが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
SDメモリーカード

/USBメモリーの端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
SDメモリーカードに書き込むときは、

書き込み禁止スイッチを解除してください。
S
 Dメモリーカードに貼られているラベルをはがさないでください。
SDメモリーカードにシールやラベルを重ねて貼り付けないでください。

SDメモリーカードは、

本機から取り出したら、必ずケースに収納してください。
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