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めろでぃナビとは
レパートリー教材掲載曲（めろでぃナビ対応楽譜）の参考演奏をインターネット経由で聴くことが
できるサービスです。スマートフォンやパソコンでご利用いただけます。

・配信サービスの利用は無料ですが、インターネット通信料（コンテンツの再生や無料アプリのダウンロード等）はご利用者負担となります。
・インターネット通信環境の良好な場所でご利用ください。
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アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
（スマートフォンのみ）

【iPhone の場合】（Android の場合は p..9 参照）

1.アプリの入手方法：A
ア ッ プ
pp.S

ス ト ア
tore から入手する

❶ホーム画面の App Store を
タップ※して起動します。

❷ App Store へ移動したら、
「検索」ボタンをタップします。

※OS のバージョンや機種によって動作や画面
が異なる場合があります。

【ホーム画面】 【App.Store 画面】

タップとは
指先で軽く１回画面に触れ、すぐに指を画面から離す動作です。
アプリの起動や画面上のボタン操作などに用いられます。パソコンにおける

「クリック」と同じ動作です。
画面に触れたのち、指を離さずに押し続けると「ロングタップ（長押し）」
となり別の動作になりますので注意してください。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（iPhone）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能
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❸検索欄をタップし、文字入力が
できる状態にします。

❹検索欄に「めろでぃなび」と入
力します。検索結果一覧から

「めろでぃナビ」をタップします。

❺「めろでぃナビ」の詳細画面に移動しますので、「入手」→「インストール」
とタップします。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（iPhone）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能
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❻ Apple ID のパスワードによるインストールの許可を求められます。
パスワードを入力して「購入する」をタップします。

❼インストールボタンがダウン
ロード 表示になります。

❽「開く」表示されたらインストー
ル完了です。

❾インストール完了後、ホーム画
面に戻ると「めろでぃナビ」ア
プリが追加されています。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（iPhone）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

※ホーム画面のどの位置に追加さ
れるかは、ユーザーが所有する
アプリ数によって異なります。

Apple ID パスワードの入力
パスワード入力画面は OS の
バージョンやユーザーの使用状
況により異なります。

※「めろでぃナビ」アプリは０円（無料）です。
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2.参考演奏の再生手順
「めろでぃナビ」アプリで楽譜に記載されている QR コードを読み取ることで、参考演奏を聴くこと
ができます。

❶「めろでぃナビ」アプリ をタップして起動します。カメラ機能がオンになります。
❷ めろでぃナビ曲 QR コードを読み取ると自動的に曲再生ページへ移動し、参考演奏が再生されます。

すぐに演奏が始まりますので音量に注意してください。

リハーサルマークとは
リハーサルや練習などで曲の部分を指定するために、スコアやパート譜の段落部分につけられる
マークのことです。通常は Intro. , A , B …などのようにアルファベットが使われることが多く、

「練習番号」「レッテル」などとも呼ばれます。

Intro. , A , B など
楽譜上のリハーサル
マークから頭出し再
生が可能です

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（iPhone）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

Intro.

A

B

C

000 0000 000 000 0000 000 000 0000 000

QR コードにカメラをかざすだけで
演奏スタート！

リハーサルマーク
間のリピート再生
が可能です
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3.各部の名称と機能

【QRコード読み取りページ】

QR コード読み取りウィンドウ

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（iPhone）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

履歴
過去の読み取り履歴が表示
されます。
履歴をタップすると再度ア
クセスすることができます。
※履歴は最大 10 件まで保

存されます。
※履歴が 10 件を超えた場

合は、古い履歴から順次
消去されます。

履歴を消去します。
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QR コード読み取りページ
に戻ります。

曲情報
• 曲名
• 作詞・作曲者名
• コース名
• パート名

等が表示されます。

• 使い方
• 利用規約
• アプリについて
• ソフトウェアバージョン

を見ることができます。

※曲のフレーズに合わせ、
実際より少し前後して再
生されることがあります。

キュー・スライダー

リハーサルマーク内での再
生位置が表示されます。
スライダーを動かして再生
位置を指定することができ
ます。

ボリューム

右側にスライドするほど音
量が大きくなります。 端
末本体のボリュームでも調
整できます。

【曲再生ページ】

再生操作ボタン
 : 曲頭に戻ります。
 : 一時停止します。
 : 再生開始します
（一時停止中に表示さ
れます）。

 : リピート再生します。
ボタンを押す毎に以
下の順でリピート機
能が切り替わります。

リピートオフ
↓

 部分リピート
（リハーサルマーク
部分を繰り返し）

↓
 曲全体リピート

（１曲を繰り返し）
↓

リピートオフ

曲情報を非表示にすること
ができます。

再生時間／総時間

再生位置表示・操作エリア

リハーサルマークをタップ
するとその箇所から再生で
きます。

リハーサルマークのスタート時間

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（iPhone）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

k.izumi
長方形
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【Android の場合】（iPhone の場合は p..3 参照）

1.アプリの入手方法：P
プ レ イ
lay ストアから入手する

❶ Play ストア をタップして
起動します。

❷ Play ストアへ移動したら、検
索欄をタップし、文字入力がで
きる状態にします。

※ OS のバージョンや機種によって動作や画面
が異なる場合があります。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（Android）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

タップとは
指先で軽く１回画面に触れ、すぐに指を画面から離す動作です。
アプリの起動や画面上のボタン操作などに用いられます。パソコンにおける

「クリック」と同じ動作です。
画面に触れたのち、指を離さずに押し続けると「ロングタップ（長押し）」
となり別の動作になりますので注意してください。
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❹「めろでぃナビ」の詳細画面に移
動しますので、「インストール」
をタップします。

❺「インストール」に続いて「同
意する」をタップするとインス
トールが始まります。

❸検索欄に「めろでぃなび」と入
力します。検索結果一覧から「め
ろでぃナビ」をタップします。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（Android）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

❼インストール完了後、ホーム画
面に戻ると「めろでぃナビ」ア
プリが追加されています。

※ホーム画面のどの位置に追加されるかは、ユーザーが所有するアプリ数
によって異なります。

❻「開く」ボタンが表示されたらイ
ンストール完了です。
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2.参考演奏の再生手順
「めろでぃナビ」アプリで楽譜に記載されている QR コードを読み取るか、QR コード下にある 10
桁の曲コードを指定することで参考演奏を聴くことができます。

❶「めろでぃナビ」アプリ をタップして起動します。カメラ機能がオンになります。
❷ QR コードにカメラをかざすと自動的に曲再生ページへ移動し、参考演奏が再生されます。

すぐに演奏が始まりますので音量に注意してください。

曲コード検索
カメラを使用せずに曲コードを入力して再生
することができます。
曲コード入力欄をタップして入力状態にし、
QR コード下の 10 桁のコードを半角文字で
入力後、「再生」ボタンをタップします。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（Android）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

リハーサルマークとは
リハーサルや練習などで曲の部分を指定するために、スコアやパート譜の段落部分につけられる
マークのことです。通常は Intro. , A , B …などのようにアルファベットが使われることが多く、

「練習番号」「レッテル」などとも呼ばれます。

Intro.

A

B

C

000 0000 000 000 0000 000 000 0000 000

QR コードにカメラをかざすだけで
演奏スタート！

Intro. , A , B など
楽譜上のリハーサル
マークから頭出し再
生が可能です

123 4567 890 曲コード

見本

リハーサルマーク
間のリピート再生
が可能です
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【QRコード読み取りページ】

3.各部の名称と機能

履歴を消去します。履歴
過去の再生履歴が表示され
ます。
曲名をタップするともう一
度再生できます。
※履歴は最大 10 件まで保

存されます。
※履歴が 10 件を超えた場

合は、古い履歴から順次
消去されます。

QR コード読み取りウィンドウ

曲コード入力欄
曲コード（QR コード下 の
10 桁の数字）を入力します。

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（Android）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能
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【曲再生ページ】

QR コード読み取りページ
に戻ります。

曲情報
• 曲名
• 作詞・作曲者名
• コース名
• パート名

等が表示されます。

• 使い方
• 利用規約
• アプリについて
• ソフトウェアバージョン

を見ることができます。

※曲のフレーズに合わせ、
実際より少し前後して再
生されることがあります。

キュー・スライダー

リハーサルマーク内での再
生位置が表示されます。
スライダーを動かして再生
位置を指定することができ
ます。

ボリューム

右側にスライドするほど音
量が大きくなります。 端
末本体のボリュームでも調
整できます。

曲情報を非表示にすること
ができます。

再生時間／総時間

再生位置表示・操作エリア

リハーサルマークをタップ
するとその箇所から再生で
きます。

リハーサルマークのスタート時間

アプリを使って「めろでぃナビ」参考演奏を聴く（Android）
1 アプリの入手方法 2 参考演奏の再生手順 3 各部の名称と機能

再生操作ボタン
 : 曲頭に戻ります。
 : 一時停止します。
 : 再生開始します
（一時停止中に表示さ
れます）。

 : リピート再生します。
ボタンを押す毎に以
下の順でリピート機
能が切り替わります。

リピートオフ
↓

 部分リピート
（リハーサルマーク
部分を繰り返し）

↓
 曲全体リピート

（１曲を繰り返し）
↓

リピートオフ

k.izumi
ノート注釈
k.izumi : Marked
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アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
（パソコン、スマートフォン、タブレット）

インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）を使用し、「めろでぃナビ」サイト（http://yms.plus/rp/）
で参考演奏を聴くことができます。
QR コードは使用せず、曲コード（p.16）で曲を検索・再生します。

【パソコンの場合】
Windowsのブラウザ「M

マ イ ク ロ ソ フ ト
icrosoft.E

エ ッ ジ
dge」で聴く

❶Windows 画面下部のタスクバーから Microsoft Edge をクリックして起動します。
※起動方法はスタート画面から選択（または検索）／デスクトップからダブ

ルクリックなどいくつかあります。
※ OS のバージョンや機種によって動作や画面が異なる場合があります。

※起動方法はスタート画面から選択（または検索）／デスクトップからダブルクリックなどいくつ
かあります。

※ OS のバージョンや機種によって動作や画面が異なる場合があります。

Windowsのブラウザ「I
インターネット
nternet.E

エクスプローラー
xplorer」で聴く

❶Windows 画面下部のタスクバーから Internet Explorer をクリックして起動します。

❷「めろでぃナビ」サイトのアドレス http://yms.plus/rp/ を半角文字で入力して、 をクリック
します。（p.16 へ）

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android

❷「めろでぃナビ」サイトのアドレス http://yms.plus/rp/ を半角文字で入力し、 をクリックし
ます。（p.16 へ）
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Yahoo! や Google で検索窓に「めろでぃナビ」、または「http://yms.plus/rp/」と入力し
検索しても「めろでぃナビ」サイトへは移動しません（Windows、Mac OS 共通）。

必ず画面上部のアドレス・バーに http://yms.plus/rp/ とアドレスを入力してください。
※ただし Microsoft Edge はアドレス・バーと検索窓は兼用です。

!

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android

Mac.OSのブラウザ「S
サ フ ァ リ
afari」で聴く

❶Mac OS 画面下部のドックから Safari をクリックして起動します。

❷「めろでぃナビ」サイトのアドレス.http://yms.plus/rp/ を半角文字で入力して、Enter キー（実
行キー）を押します。（p.16 へ）

※起動方法はドックのアイコンをクリック／デスクトップからダブルクリックなどいくつかあります。
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❸「めろでぃナビ」サイトへ移動します。「めろでぃナビ」サイトは Windows、Mac OS ともに同
じ操作で参考演奏を聴くことができます。

❹「曲コード入力欄」に曲コードを入力します。
 曲コードとは、楽譜ページの QR コード下に掲載の 10 桁の数字です。
 曲コードはスペースなしで 10 桁続けて入力します。

❺「この曲を聴く」ボタンをクリックします。

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android



❻「再生ページ」に移動します。
「再生する」ボタンをクリックすると再生が始まります。

曲情報
• 曲番
• 作詞・作曲者名
• コース名
• パート名　等が表示されます。

※ 曲のフレーズに合わせ、実
際より少し前後して再生され
ることがあります。

リハーサルマークとは
リハーサルや練習などで曲の部分を指

定するために、スコアやパート譜の段

落部分につけられるマークのことで

す。通常は Intro. , A , B …などのよ
うにアルファベットが使われることが

多く、「練習番号」「レッテル」などと

も呼ばれます。

Intro.

A

B

C

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android

再生時間/スキップ・バック秒
数表示

ボタン押下回数に応じて
スキップ（もしくはバック）した秒
数を表示します。

再生テンポ
再生中であっても再生テンポを変更
することができます。

再生位置表示・操作エリア
再生中のリハーサルマークが強調
表示されます。リハーサルマー
クをクリックするとその箇所から
再生できます。
17

000 0000 000 000 0000 000 000 0000 000

スタート時間

再生・進む・戻る
ボタンを押すことで

10秒進む・戻ることができます
（押下回数に応じて10秒、20
秒、30秒進む、戻ることができ
ます）。

リハーサルマークの
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【スマートフォン、タブレットの場合】
iOSのブラウザ「S

サ フ ァ リ
afari」で聴く

❶ Safari をタップして起動し
ます。

❷アドレスバーをタップして文字
入力状態にします。

❸アド レス バー に 半 角 文 字 で
http://yms.plus/rp/ と 入 力し
ます。

❹画面下部のキーボードにある
「Go」をタップします。

※ OS のバージョンや機種によって動作や画面
が異なる場合があります。

「めろでぃナビ」と入力して検索しても「めろでぃナビ」サイトへは移動しません。必ず
http://yms.plus/rp/ とアドレスを入力してください。!

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android
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❺「めろでぃナビ」のトップページ
が呼び出されます。

※「めろでぃナビ iOS アプリのご
紹介」ウィンドウが表示されま
すので、ウィンドウ右上の×を
タップして閉じます。

❻「曲コード入力欄」をタップして
文字入力状態にします。
曲コードを入力して、「この曲を
聴く」ボタンをタップします。

❼「再生ページ」が表示されます。
「再生する」ボタンをクリックす
ると再生が始まります。

※操作方法は p. 17 参照

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android
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Android のブラウザ「C
ク ロ ー ム
hrome」で聴く

❶ Chrome をタップして起動
します。

※ OS のバージョンや機種によって動作や画面
が異なる場合があります。

❷アドレスバーをタップして文字
入力状態にします。

❸ア ド レ ス バ ー に 半 角 文 字 で
http://yms.plus/rp/ と入力し
て、「実行」をタップします。

「めろでぃナビ」と入力し

て検索しても「めろでぃ

ナビ」サイトへは移動しません。

必ず http://yms.plus/rp/ とア

ドレスを入力してください。

!

Chrome 以外のブラウザ

では正常に動作しない場

合があります。（p. 24 参照）

!

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android
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❹「めろでぃナビ」のトップペー
ジが呼び出されます。

※「めろでぃナビ Android アプリ
のご紹介」ウィンドウが表示さ
れますので、ウィンドウ右上の
×をタップして閉じます。

❺「曲コード入力欄」をタップして
文字入力状態にします。
曲コードを入力して、「この曲を
聴く」ボタンをタップします。

❻「再生ページ」が表示されます。
「再生する」ボタンをクリックす
ると再生が始まります。

※操作方法は p.17 参照

アプリを使わずに「めろでぃナビ」参考演奏を聴く
パソコン：Windows パソコン：Mac OS スマートフォン、タブレット：iOS スマートフォン、タブレット：Android
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よくあるお問い合わせ

🆀音楽の再生にかかる通信料はどのくらいでしょうか？
🅰通信料金はお客様の端末のインターネット回線契約やプランによります。データ通信量は目安とし

て 1 分間の再生につき最大約 5MB となります。

🆀参考演奏はダウンロードできますか？
🅰ストリーミング配信となりますので、ダウンロードはできません。

🆀ストリーミング配信とはなんですか？
🅰通信を行いながら同時に動画・音声等を再生する配信手法です。インターネット通信が可能な状態

でご利用いただけます。

🆀同じ参考演奏を繰り返し聴いても通信料はかかりますか？
🅰ストリーミング配信の性質上、原則的に通信料が発生します。

🆀古いパソコン、スマートフォンでも使えますか？
🅰お使いのパソコンやスマートフォンに搭載の OS とインターネットブラウザのバージョンが、「め

ろでぃナビ」の動作環境に対応していればご利用いただけます。動作環境は巻末の「めろでぃナビ 
動作確認環境」（p. 24）に掲載していますのでご確認ください。該当しなくても動作する可能性
はありますが、サポート対象外となりますのでご了承ください。

🆀フィーチャーフォン（ガラケー）でも使えますか？
🅰「めろでぃナビ」ブラウザ版が動作する可能性はありますが、サポート対象外となりますのでご了

承ください。

🆀QRコードとは何ですか？
🅰（株）デンソーウェーブが開発した 2 次元バーコードの名称です。URL 情報が格納された QR コー

ドをカメラ機能付携帯電話のアプリで読み取ることで、「めろでぃナビ」参考演奏再生ページなど
指定のウェブサイトへ簡単にアクセスすることができます。

🆀通信環境は良いはずなのに再生が途切れてしまいます。
🅰端末機器の処理スピードによる問題が考えられます。他のアプリケーションを終了すると改善する

場合もありますのでお試しください。
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🆀使用中に画面が消えてしまうのですが。
🅰無操作の時間が続くと省電力モードに入り画面が暗くなることがあります。ご使用の端末機器の省

電力設定等をご確認ください。

🆀インターネットブラウザで毎回URLを入力するのが大変です。
🅰お使いのブラウザ機能でブックマーク（お気に入り）登録が可能です。曲コードごとにブックマー

クをすることもできます。スマートフォンの場合は「めろでぃナビ」アプリを使うことで URL 入
力の必要なくご利用いただくことが可能です。（動作環境をご確認の上ご利用ください。）

🆀再生されているようですが音が出ません。
🅰パソコン、スマートフォン、タブレット等の、機器本体のボリュームがゼロまたはミュート（消音）

になっていないかご確認ください。

🆀再生画面に同じリハーサルマークが何回か表示されていますがどうしてですか？
🅰小節の繰り返し等、曲の進行通りの順番で表記しています。「A ～ B ～」間を 2 度繰り返す楽譜の

場合は「A → B → A → B →」の表示順となります。

🆀リハーサルマークの再生位置が譜面と少しズレているようですが。
🅰楽曲のフレーズを考慮した再生開始位置になっています。

🆀参考演奏の音程を変えることはできますか？
🅰めろでナビに機能は搭載されていません。

🆀アプリを使って聴く方法と、使わずに聴く方法ではどんな違いがありますか？
🅰アプリをお使いいただくと、より簡単な操作で参考演奏をお聴きいただけます。アプリを起動した

状態で楽譜ページの QR コードにカメラをかざすだけで再生が可能です。さらにアプリには、指
定したリハーサルマーク区間の繰り返し再生（リピート機能）や任意に再生位置を指定できる機能

（キュー・スライダー）が備わっています。



お問い合わせ先
めろでぃナビヘルプデスク
http://school.jp.yamaha.com/music_lesson/communication/

0570-053808
一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間：9:00 ～  17:00 （土日祝日・指定休日を除く）

「めろでぃナビ」動作確認環境（2017年５月現在）
iOS アプリ版

（p. 3）
iOS ※ iPad, iPod Touch はサポート対象外と

なります

Android アプリ版
（p. 9）

Android ※タブレット端末はサポート対象外となり
ます

ブラウザ版
（パソコン・スマートフォン・タブレット対応）
（p.14）

Windows 7, 10 Chrome 最新バージョン
FireFox 22 以上
Internet Explorer 11
Microsoft Edge 最新バージョン

Mac OS 10.10, 10.11 Chrome 最新バージョン
Safari 最新版バージョン

Android 4.2 - 6.0 Chrome 最新バージョン
※ NTT ドコモ社スマートフォン端末に搭

載の「ブラウザ」アプリはサポート対象
外となります

iOS 8, 9, 10 Chrome 最新バージョン
Safari 最新バージョン

※最新情報は「めろでぃナビ」サイトのマニュアルでご確認ください。（http://yms.plus/pages/manual.html）

2017. 5

Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
Google、Android、Google Chrome、Google Play、およびロゴは、Google Inc. の登録商標です。
App Store、iPhone、iPad、iPod touch、Mac OS、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Mozilla、Firefox の名称およびそのロゴは、米国 Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Yahoo! および Yahoo! のロゴマークは、米国 Yahoo!Inc. の登録商標または商標です。
QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。




