
 

TunesGo Plus(Win)製品ガイド 

 
ご登録に関する注意事項： 

 

登録メールのメールアドや登録コードなどの情報をコピー＆ペーストする際

には、スペースがないことをご確認お願いいたします。 

 

ほかご登録時に何かご問題がありましたら、弊社サポートセンター 

http://www.wondershare.jp/ask-a-question.html 

までご連絡をお願いいたします。 

 

あなたの最高の iTunes パートナー! 

iOS はもちろん、Android フォンを使っているユーザーのための強力な音楽管理ツール

です。 

iTunes から iOS / Android に音楽転送したり、Androidから iTunes/PCに音楽を転送

したり、デバイスに向けて最適なファイル形式に変換するなど、iTunes ではできないこ

とは TunesGo Plus が叶えます。そして、iTunes 音楽から CD を作成したり、音楽タグ情

報、カバー情報をサーバと照合し、正しい情報に書き換えたり、バックアップファイルか

ら iTunesライブラリを復元することもできます。 

iTunesではできないことはすべて、「TunesGo Plus」が叶えます。 
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TunesGo Plus へようこそ:本ガイドに

ついて 

 

TunesGo Plusへようこそ。本製品の正しい使用方法を説明します。本ガイドは製品内ま

たはウェブサイトからご覧いただけます。 

 

本ガイドは、使用方法を以下の 2 つのパートに分けてステップごとに詳しく説明してい

ます。 

1. TunesGo Plus を使い始める前に: TunesGo Plus のダウンロード、インストールおよ

びアクティブ化の方法を解説します。また、インターフェイスの概要やサポート、他のガ

イドリソースのある場所についても紹介します。 

2. タスクとツール：TunesGo Plusに搭載された様々なツールを使用して以下のタスクを

実行する方法を解説します。 

 音楽転送:デバイスから iTunes/パソコンへ、iTunesからデバイス/パソコン/Androidへ、

パソコンからデバイス/iTunesへ、Androidから iTunesへ音楽を転送する方法。 

 iTunes管理:音楽整理、iTunesバックアップ、iTunes復元、CD焼く方法 

 音楽ダウンロード: Web音楽をダウンロードする方法 

 録音: PCで再生している音楽を録音する方法 

必要な情報をすばやく見つけるには 

ユーザーガイドのサイドバーナビゲーションを使用すると、タスクを実行に関する詳しい

手順を素早く表示することができます。 

ユーザーガイドを TunesGo Plus 内でご覧になっている場合は、検索機能を使ってキーワ

ード検索をすることができます。[コントロール] と [F] キーを同時に押して、サイドバ

ーナビゲーションペインの [検索] 欄へ、キーワードを入力します。「音楽作成」などと

入力すると、キーワードに関連した情報がすべて表示されますので、その検索結果の中か

ら必要な情報を選ぶことができます。 

 

先頭へ 

 

TunesGo Plus を使い始める前に 



 

TunesGo Plusを最大限にご活用いただくためにいくつかご準備いただくことがあります。

まず、TunesGo Plusのセットアップ方法を説明いたします。 

 ダウンロード & インストール: お使いのパソコンに TunesGo Plus をダウンロードおよ

びインストールして使い始める準備をします。 

 登録: TunesGo Plus を購入および登録して、アクティブ化します。 

 ユーザーインターフェイスの概要: ユーザーインターフェイスを手早く操作して各種機

能に簡単にアクセスします。 

 TunesGo Plus ヘルプへのアクセス方法: 本製品に関する問題に対応するヘルプへのアク

セス方法がいくつかあります。 

 ガイドのその他の説明: 他のガイドリソースもご参照ください。 

 

先頭へ 

 

 TunesGo Plus を使い始める前に:ダ

ウンロード & インストール 

 

お使いの パソコンが下記の要件を満たしている場合は、TunesGo Plus を今すぐダウンロ

ードおよびインストールしていただけます。 

 OS: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (32&64bits)；Mac OS X 10.6.8 またはそれ以降 

 CPU: （Windows 版）750MHz Intel または AMD；（Mac版）Intel Core 1GHz またはそれ以

降 

 HDD: 1 GB またはそれ以上 

 RAM: （Windows 版）512 MB またはそれ以上；（Mac版）1G またはそれ以上 

 

ステップごとにガイドに従って TunesGo Plusをダウンロードおよびインストールしまし

ょう。 

Step 1. TunesGo Plus の公式ウェブサイトを開きます。 

Step 2.「無料体験」ボタンをクリックして最新の試用版をダウンロードします。 

Step 3. ダウンロードが完了した、保存フォルダを開いて、アプリケーションを 

ダブルクリックし、インストールします。 

TunesGo Plus のご利用をお楽しみください。 

 

先頭へ 

http://www.wondershare.jp/tunesgo/


 

TunesGo Plus を使い始める前に：登録 

アクティベーションの前に、TunesGo Plus 無料試用版で制限されている次のいくつかの

機能をご確認ください。 

 1. デバイスと iTunes/PCの間で自由に 10曲を転送できます。 

 2. サイトから音楽を 10曲ダウンロード可能です。 

 3. 音楽タグとアルバムを修復できない。 

 4. 音楽を CDに焼くことができない。 

 5. バックアップファイルから iTunesライブラリを復元できない。 

 

TunesGo Plusを最大限に活用するには、以下のステップに従ってアクティブ化を行って

ください。 

Step 1: ソフトウェアの購入 

TunesGo Plus 試用版を使用している場合は、上部に表示される情報バーやポップアップ

ウィンドウにある ｢ショッピングカート」 や｢未登録] ボタンから簡単に製品の購入およ

び登録ができます。 

｢ショッピングカート」 ボタンをクリックして、購入ページに入ります。 

 

 



ライセンス種類を選択し、「今すぐ購入」ボタンをクリックすると、支払い画面になりま

す。 

Wondershare TunesGo Plusは、1年間ライセンスと永久ライセンスをご提供しています。 

1年間ライセンス：本製品を 1年間ご利用頂き、期限が切れたらそのまま更新して頂きご

利用していただけます。 

永久ライセンス：本製品を永久にご利用頂けて、無償でアップデートができます 。 

ご希望のライセンスを選択してください。 

 

 

支払い方法は、「クレジットで決済」、「銀行振込」と「代金引換」をご提供しています。 

クレジットでの決済の場合、すべての情報を入力後、「安全な決済」をクリックします。 



 

 

確認画面では、電子メール及びパスワードは表示されます。 ここで、ご登録は完了で、

製品のすべての機能を活用できます。 

 

 

Step 2: ソフトウェアの登録 

ソフトウェアの購入後、登録コードが記載したメールが送付されますので、以下の手順で

製品の登録を行ってください。 ｢未登録] を選択するとポップアップが表示されますので、



メールアドレスと登録コードを入力してください。｢製品登録/サインイン] をクリックし

て登録を完了します。 

 

登録 

 

これで TunesGo Plusすべての機能を使って必要なタスクを簡単に実行できます。 本製

品に馴染みのない方は、まずインターフェイスの解説をご覧ください。 

 

先頭へ 

 

TunesGo Plus を使い始める前に:ユー

ザーインターフェイスの概要 

TunesGo Plusのインターフェイスはたいへん使いやすく、実行する機能に必要なツール

を簡単に見つけることができます。 インターフェイスは 4 つのキーエリアに分かれてい

ます。 



 

 1. 左側メニュー:お気に入りの曲を見つけ、iTunesライブラリーを管理、接続されたデ

バイスを制御することができます。 

 2. メインウィンドウ:iTunesライブラリを管理、デバイス音楽を転送、Web音楽をダウン

ロード、好きな曲を見つける。 

 3. ツールバー設定:デフォルトの言語、、パスを保存し、することができます。 

 4. 音楽プレーヤー:iTunesライブラリ内の曲を再生することができます。 

 

1.1 音楽取得 



 

 

1.2 音楽ダウンロード 

 

 

1.3 録音 



 

 

2.1 管理:iTunes ライブラリの整理、バックアップと復元 

 

 

2.2 転送:デバイスや iTunesまたパソコン間で音楽を転送する。 



 

 

2.3 ダウンロード 

 

 

2.4 取得 



 

 

3.1 メニュー 

 

 



3.2 iTunesプラグインに切り替え:プラグイン形式とウィンドウ形式、二つの形式があり

ます。 

 

 

先頭へ 

TunesGo Plus を 使 い 始 め る 前

に:TunesGo Plus ヘルプへのアクセス方

法 

1 

よくある質問 

TunesGo Plusではよくある質問をご用意しておりますのでご参照ください。以下からご

覧いただけます。 

1. [ヘルプ] メニューの [オンライン ヘルプ] オプションを選択してください。 

2. またはここをクリックして参照。 

http://www.wondershare.jp/support/tutorial/win-tunesgo.pdf


2 

サポートセンター 

よくある質問の一覧にお探しの解決策が見つからない場合は、テクニカルサポートセンタ

ーまでお問い合わせください。 

1. [ヘルプ] メニューの [サポートセンター] をクリックしてください。 

2. ここをクリックして参照。 

 TunesGo Plus を使い始める前に: ガ

イドのその他の説明 

1 

製品活用のこわざ 

各機能の使い方法:  

ここをクリックして参照 

2 

TunesGo Plus の機能概要 

製品の機能の詳細は こちらへ 

 

 

先頭へ 

 

http://www.wondershare.jp/tunesgo/guide.html
http://www.wondershare.jp/ios-data-transfer/
http://www.wondershare.jp/tunesgo/


音楽転送 

 

TunesGo Plusでの 操作はとても直感的です。簡単操作でデバイスや iTunesまたパソコ

ン間で音楽を転送することができます。詳細については以下のトピックをご覧ください。 

 音楽を iPhone/iPad/iPodから iTunesに転送 

 音楽を iPhone/iPad/iPodからパソコンに転送 

 音楽をパソコンから iPhone/iPad/iPodに転送 

 音楽をパソコンから iTunesに転送 

 音楽を iTunesから iPhone/iPad/iPodに転送 

 音楽を iTunesからパソコンに転送 

 音楽を iTunesから Androidに転送 

 音楽を Androidからに iTunes転送 

 

音楽転送:音楽を iPhone/iPad/iPod か

ら iTunesに転送 

音楽を iPhone/iPad/iPodから iTunesに転送する方法を説明します。 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動し、デバイスをパソコンに接続します。 

 



 

Way1 

1.1.iTunes に音楽を転送 

「デバイスから iTunesに音楽コピー」→「開始」の順でクリックします。 



 

1.2.データ転送を開始 

転送したいデータを選択して、「iTunesに転送」をクリックすると、データ転送を開始

します。 

 



1.3.転送が完了 

iPhoneの曲を iTunes に転送が完了した後、「OK」ボタンをクリックします。 

Way2 

2.1.iTunes に音楽を転送 

「iPhone にある音楽」を選択して→[エクスポート]をクリックして→「iTunes ライブラ

リーにエクスポート」をワンクリックします。 

 

 

先頭へ 

 

 音楽転送:音楽を iPhone/iPad/iPodか

らパソコンに転送 
音楽を iPhone/iPad/iPodからパソコンに転送する方法を説明します。 



1 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動し、デバイスをパソコンに接続します。 

 

 

2 

パソコンに音楽を転送 

「音楽を PCへバックアップ」をクリックします。 



 

3 

フォルダーを選択 



指定保存フォルダーを選択し、「OK」をクリックします。 

 

4 

転送が完了 

iPhoneの曲を PC に転送が完了した後、「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

音 楽 転 送 : 音 楽 を パ ソ コ ン か ら

iPhone/iPad/iPodに転送 
音楽をパソコンから iPhone/iPad/iPodに転送する方法を説明します。 



1 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動し、デバイスをパソコンに接続します。 

 

 

2 

iPhone/iPad/iPod に音楽を転送 

「追加」→｢ファイルの追加/フォルダ追加」 をクリックし、パソコンから音楽ファイル/

フォルダを選択します。 



 

3 

転送完了 



パソコンから転送したいファイル/フォルダを選択します。「OK」をクリックすると、転

送されます。 

 

 

先頭へ 

 

 音楽転送:音楽をパソコンから iTunes

に転送 
音楽をパソコンから iTunesに転送する方法を説明します。 

1 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動します。 

 



 

2 

iTunes に音楽を転送 

「追加」→｢ファイルの追加/フォルダ追加」 をクリックし、パソコンから音楽ファイル/

フォルダを選択します。 



 

3 

転送完了 



パソコンから転送したいプレイリストを選択します。「OK」を選すると、転送されます。 

 

 

 

先頭へ 

 

音 楽 転 送 : 音 楽 を iTunes か ら

iPhone/iPad/iPodに転送 
音楽を iTunesから iPhone/iPad/iPodに転送する方法を説明します。 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動し、デバイスをパソコンに接続します。 

 



 

Way1 

1.1.iPhone/iPad/iPod に音楽を転送 

「iTunesからデバイスに音楽を転送」 をクリックしてください。 



 

1.2.データ転送を開始 

転送したいデータを選択して、「転送」をクリックすると、データ転送を開始します。 

 



1.3.転送が完了 

転送が完了した後、「OK」ボタンをクリックします。 

Way2 

2.1.iPhone/iPad/iPod に音楽を転送 

「iTunes にある音楽」を選択して→[エクスポート]をクリックして→「エクスポートデ

バイス」をワンクリックします。 

 

 

先頭へ 

 

 音楽転送:音楽を iTunes からパソ

コンに転送 

 
 音楽を iTunesからパソコンに転送する方法を説明します。 



1 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動します。 

 

 

2 

パソコンに音楽を転送 

「iTunes にある音楽」を選択して→[エクスポート]をクリックして→「PC へエクスポー

ト」をワンクリックします。 



 

3 

転送完了 

PC指定のところに保存し、音楽を転送されます。 

 

先頭へ 

 

 音楽転送 : 音楽を iTunes から

Android に転送 
音楽を iTunesから Androidに転送する方法を説明します。 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動し、デバイスをパソコンに接続します。 

 



 

Way1 

1.1.Android に音楽を転送 

「iTunesからデバイスに音楽を転送」 をクリックしてください。 



 

1.2.データ転送を開始 

転送したいデータを選択して、「転送」をクリックすると、データ転送を開始します。 

 



1.3.転送が完了 

転送が完了した後、「OK」ボタンをクリックします。 

 

Way2 

2.1.Android に音楽を転送 

「iTunes にある音楽」を選択して→[エクスポート]をクリックして→「エクスポートデ

バイス」をワンクリックします。 



 

 

先頭へ 

 

 音楽転送 : 音楽を Android から

iTunes に転送 
音楽を Androidから iTunesに転送する方法を説明します。 

プログラムを起動する 

TunesGo Plus を起動し、デバイスをパソコンに接続します。 

 



 

Way1 

1.1.iTunes に音楽を転送 

「デバイスから iTunesに音楽コピー」→「開始」の順でクリックします。 



 

1.2.データ転送を開始 

転送したいデータを選択して、「iTunesに転送」をクリックすると、データ転送を開始

します。 

 



1.3.転送が完了 

転送が完了した後、「OK」ボタンをクリックします。 

Way2 

2.1.iTunes に音楽を転送 

「Androidにある音楽」を選択して→[エクスポート]をクリックして→「iTunesライブラ

リーにエクスポート」をワンクリックします。 

 

iTunesではサポートできないフォーマットであれば、「変換してから転送」をクリックし

ます。 



 

 

先頭へ 

 

 iTunes 管理 

 

TunesGo Plusを使用して、音楽のタグ情報を修復できます。 

 

 音楽整理： 音楽タグを修復、音楽のカバーを修復、重複した曲を削 除、失った曲を整理 

 iTunesバックアップ： 誤って iTunesライブラリデータを失うことを避ける ために、す

べての音楽タグ、アルバムアート、プレイリストなどを 

 iTunes復元: バックアップから iTunesライブラリを復元する。 

iTunes管理についての詳細は、下記をクリックしてください。 

 音楽タグを修復する方法 

 音楽のカバーを修復する方法 

 重複した曲を削除する方法 

 失った曲を整理する方法 

 iTunesライブラリをバックアップする方法 

 iTunesライブラリを復元する方法 

 iTunes音楽を CD に焼く方法 

 



 iTunes 管理:音楽タグを修復する 

 

次の詳しい手順に従って、音楽タグの修復を実行してください。 

1. TunesGo Plus を起動し、「整理」ボタンをクリックします。 

 

2. ライブラリーの内容を分析してから、｢修復」ボタンをクリックすると、音楽タグを修

復できます。 



 

 

先頭へ 

 

 

 iTunes 管理:音楽のカバーを修復する 

 

次の詳しい手順に従って、音楽カバーの修復を実行してください。 

1. TunesGo Plus を起動し、「整理」ボタンをクリックします。 



 

2. ｢音楽のカバーを修復する」→｢カバーを取得」するボタンを順次にクリックすると、

音楽カバーを修復します。 

 

3. 最後に｢保存」をクリックします。 



 

 

先頭へ 

 

 iTunes 管理:重複した曲を削除する 

 

次の詳しい手順に従って、重複した曲を削除してください。 

1. TunesGo Plus を起動し、「整理」ボタンをクリックします。 



 

2. ｢重複した曲を削除」→｢重複を削除」するボタンを順次にクリックすると、重複した

曲を削除します。 

 

 



先頭へ 

 

 iTunes 管理:失った曲を整理する 

 

次の詳しい手順に従って、失った曲を整理してください。 

1. TunesGo Plus を起動し、「整理」ボタンをクリックします。 

 

2. ｢失った曲を整理」→｢整理」ボタンを順次にクリックすると、欠落している曲を

削除します。 
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 iTunes 管理: iTunes ライブラリをバ

ックアップする 

 

次の詳しい手順に従って、iTunesライブラリをバックアップしてください。 

1. TunesGo Plus を起動し、「iTunesライブラリ」→「バックアップ/復元」を順次にクリ

ックします。 



 

2. 「バックアップ」をクリックします。 

 

3. バックアップパスを選択して、「バックアップ」をクリックします。外付け HDDなどに

バックアップすることができます。 
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 iTunes 管理: iTunes ライブラリを復

元する 

次の詳しい手順に従って、iTunesライブラリを復元してください。 

1. TunesGo Plus を起動し、「iTunesライブラリ」→「バックアップ/復元」を順次にクリ

ックします。 



 

2. 「復元」をクリックします。 

 

3. 復元したい項目を選択して、「復元」をクリックします。 
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 iTunes 管理: iTunes 音楽を CDに焼く 
次の詳しい手順に従って、iTunes音楽を CDに焼くことができます。 

1. TunesGo Plus を起動し、iTunes音楽情報の詳細一覧画面に入ります。 



 

2. 空の CDをスロットに入れ、上部右の「CDに焼く」をクリックします。 

 

3. CDに入れたい曲を右のスペースにドラッグ＆ドロップします。 



 

4. 右上に現在の容量が表示されます。 曲順もドラッグ＆ドロップで入れ替え可能です。 

選曲・曲順が決まったら右下の作成をクリックします。 

 

5. 「作成」をクリックします。 



 

6. 最後に「OK」をクリックします。 
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音楽ダウンロード  

 

YouTubeから音楽をダウンロードすることができます。ダウンロードした音楽を自動的に

iTunesに保存されます。 

 YouTube音楽をダウンロードする方法 

 



音楽ダウンロード: YouTube 音楽をダ

ウンロードする方法 
YouTubeで検索、音楽をダウンロードする方法とプレイリストから検索、音楽をダウンロ

ードする方法を紹介します。 

Part 1: YouTube で検索、音楽をダウンロード 

Step 1: TunesGo Plusを起動し、「ダウンロード」をクリックすると、YouTubeダウンロ

ード画面が表示されます。 

 

Step 2: 直接 URLを張り付けてもいいですが、YouTubeのサイトに行きお気に入りの曲を

検索することも出来ます。曲を確認しダウンロードしたいなら右上の「ダウンロード」ボ

タンをクリックします。 



 

Step 3: ディスクマークが右下の↓に飛んでいきます。 ダウンロードが始まると↓がグ

リーンになり、終わるとグレーに戻ります。 

 

Step 4:サイドメニューのダウンロード完了のところに①と表示されました。 



 

Step 5:iTunes にはすでに追加されているので OKですが、たとえばウォークマンで聴い

ているので「Xアプリ」に取り込まなければいけません。 他の MP3プレーヤーでも同様

ですので、一度パソコンのミュージックフォルダーにエクスポートします。 曲を選択し

て「エクスポート」をクリックします。 

 



Part 2: プレイリストから検索、音楽をダウンロー

ド 

Step 1: 右端の「取得」にはいろんなプレイリストがあります。 

 

Step 2: 右端のダウンロードをクリックします。 
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録音 

 

簡単操作で PCで再生している音楽を録音することができます。 

 録音する方法 

録音: 録音する方法 

 
Step 1: TunesGo Plusを起動し、「録音」をクリックすると、録音画面が表示されます。 

 



 

Step 2:  PCで録音したい音楽を再生します。 

Step 3: 「REC」ボタンをクリックすると、録音が開始します。 

 

 

Step 4: サイドメニューのダウンロード完了のところに①と表示されました。 
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