TRIO Manager ユーザー・ガイド					

TRIO Manager User Guide

Version 1 . 1

Version 1.1

TRIO Manager は、TRIO+ で記録された MicroSD メモリーカード内のデータのバックアップ、マネージメント、レストアなどを行
The TRIO Manager is designed to be a simple tool to backup, manage and restore your songs and card data.
うことのできるシンプルなツールです。このガイドでは、TRIO Manager の機能がどのように働くかを解説します。TRIO Manager
This guide will explain how
of its
features work. Before you get
started,
TRIO Manager requires you to
を起動させる前に、TRIO+
から each
microSD
メモリーカードを取り外し、TRIO
Manager
を起動するコンピュータにマウントする必要
があります。
insert the microsSD card into a card reader on your computer system.
注意！

microSD-SD カードアダプタを使用する場合には、アダプタのロックスイッチがアンロックのポジションにセットされてい

NOTE: るかを確認してください。microSD
If using a microSD to SD card adapter
make sure the write protect/lock switch on the adapter
is in theを使
メモリーカードへの書き込みアクセスがロックされている場合には
TRIO Manager
用することができません。
up unlocked position.

Once you have done so, you are ready to use TRIO Manager.
NOTE: Windows
If after inserting
the microSD card into your computer the operating system presents a window (like
注意！
システムによって下のようなウィンドウが表示された場合には、フォルダを開くだけのオプションを選択してくだ
the oneさい。
below) asking to open the card just close it. You should only use TRIO Manager to access the TRIO+
card data.

microSD メモリーカードがコンピュータにマウント（認識）されたら、TRIO Manager を起動します。

カードを開く（TRIO+ のデータファイルを開く）

Open Card

TRIOthe
Manager
の microSD
メモリーカードにアクセスするために
[ Open Card ] ボタンをクリックします。
Click
‘Openを起動したら、TRIO+
Card’ button to access
your TRIOPLUS
memory card.

When the Open File dialog appears, navigate to the TRIOPLUS drive, select the TRIOPLUS.DAT file then click
‘Open’.
ファイルを開くためのダイアログが表示されたら、TRIOPLUS ドライブを選択して [TRIOPLUS.DAT ] を選択して開きます。

Once the card is open you will be presented with the song contents in the TRIO Manager’s user interface. The
カードが開かれると、TRIO
Manager
TRIO+
green,
red and yellow dots
next toのユーザーインターフェイスに
the name indicate how the
partsで制作されたソングの内容が表示されます。ソングネー
are configured in each song. If you double
ム横の緑色、赤色、黄色のドットは、各ソング内のパートの状態を示しています。緑色は標準演奏のパート、赤色は強調演奏のパート、黄
click
on a song or the card icon it brings ソングリストあるいはカードアイコンをダブルクリックすることで、
up the song or card details page where you can change the
name
色はオーディオループのみのパーとなります。
ソングあるいはカー
ドの詳細情報ページが開き、ソングネームもしくはカードネームの変更と、ソングあるいはカードにコメントを付加することができま
(recommended)
and add comments about the song or card.
す。

上図のメインウィンドウでは、カード情報エリア（左側）からカードアイコンあるいはソングリストをライブラリエリア（右側）にド
The
main method of transferring your files to your computer just requires dragging the files from the Card
ラッグすることで、microSD カードに保存されているデータを、コンピュータのハードディスク等へバックアップ（コピー）するこ
region
(left) into the Library region (right).
とができます。

Archiving the entire TRIOPLUS card to the Library is the easiest way to back up the entire contents of the card
to your computer. This creates an exact duplicate of the card data as a single file that you can use to restore
ライブラリへカード内のデータすべてをアーカイブ（保管）する
to another SD card.

ライブラリへのカードのアーカイブは、カード内の全データをバックアップ保存する最も簡単な方法です。他の microSD カードへ完
全な複製を作成（レストア）する場合にも、アーカイブを作成しておくと簡単に行うことができます。

To Archive the card contents, simply click on the Trio+ Card icon and drag it to the right into the Library region
of
the user interface.
カードのアーカイブは、カードアイコンをクリックしたまま、
右側のライブラリエリアへ移動させ、マウスボタンを離すだけです。

TRIO Manager will automatically create the backup file under the Card Library tab. This can take from a few
カードアイコンをライブラリエリアにドラッグすると
[ Card and
Library
] タブに自動的にアーカイブが作成されます（カード内に保存
seconds
to a few minutes depending on the number
the length
of any loops you have recorded with your
されているデータの大きさにより、アーカイブの作成完了まで数分かかることがあります）
。
song
parts.

[ Card
Library
] にアーカイブしたデータが表示されれば、[
Close
ボタンをクリックしてカードを閉じ、コンピュータから
Once
the
card archive
procedure is complete you can close
the ]card
using the ‘Close’ button.
microSD カードを外すことができます。

注意！ It
コンピュータから
microSD
カードを外す前に、コンピュータのシステムに応じたドライブの安全な取り外し手順を行ってく
NOTE:
is recommended
you eject
the drive from the computer’s OS before physically removing the card
ださい。
from the computer.

カード内のソングをライブラリにコピーする

Copy
Card Song to Library
カード内の個々のソングを個別にライブラリにアーカイブすることによって、ライブの曲順にソングを並べ替えたカードの制作など、
データの管理や運用に多くの柔軟性が与えられます。
Archiving
individual songs to the library gives you more flexibility in managing your card data.

カード内の任意のソングをライブラリにコピーするには、カード情報エリア（左側）の任意のソングをクリックし（コピー対象になっ

To
copy a song file from the card to、
your
Library, click on a song in the left region of the interface
たソングは赤くハイライト表示されます）
選択したソングをライブラリエリアにドラッグしてください。

(the song will now be highlighted in red) and drag it to the right to the Library region of the user interface.
TRIO
Manager will create the song backup file under the Song Library tab. Repeat this procedure for each
任意のソングをライブラリエリアにドラッグすると、[ Song Library ] タブにソングのアーカイブが作成されます。この手順を繰り返
song
you
want to save to the computer.
して、必要なソングをライブラリにコピーしてください。

Restore Card
from
Archive
アーカイブを
microSD
メモリーカードにレストア（復元）する

When you want to restore an entire card’s data from an archive file, select the Card Library tab and drag an
カードライブラリに保管されているアーカイブを microSD メモリーカードにレストア（復元）するには、まず、ライブラリエリアで
archive
file back to the TRIO+ Card icon in the interface. This can take from a few seconds to a few minutes
[ Card Library ] タブを選択し、表示されているアーカイブのリストから任意のアーカイブを、TRIO+ カードアイコンにドラッグして
depending
on the number and length of any loops recorded with each of your song parts.
ください（アーカイブファイルのデータの大きさにより、レストアの作成完了まで数分かかることがあります）
。

注意！ If新しい
microSD
メモリーカード（一度も
TRIO+
NOTE:
you want
to restore
an archive to a new
SD で使用したことのないカード）にアーカイブをレストアさせる場合には、
card you must first insert the card into the TRIO+ for
コンピュータにカードをマウントする前に、一度 TRIO+ に装着し、TRIO+ で microSD メモリカードのフォーマットを行う
formatting
prior to inserting it into your computer’s card reader.
必要があります。

任意のソングをライブラリから microSD メモリーカードへコピーする

Copy
aイSong
Library
tomicroSD
Card メ モ リ ー カ ー ド に コ ピ ー す る に は、 ま ず、 ラ イ ブ ラ リ エ リ ア で
ソングラ
ブ ラ リfrom
に保管さ
れ て い るback
ソングを
[ Song
タブを選択し、表示されているアーカイブのリストから任意のソングを、カード情報エリア（左側）の任意のソング
To
copyLibrary
a song] file
from your Library back to the card, click on a song in the Library region of the interface and
スロットにドラッグしてください。
drag it to the left onto the song you want to replace.

ソングをドラッグしたソングスロットにすでにソングデータが存在する場合には、[ You are about to overwrite a non-empty song

you sure?
のダイアログが表示され、現在のソングデータに上書き保存するか否かを確認されます。選択したソングス
Ifona card.
song Are
already
exists] in
that card location you will need to confirm whether you want to copy over the
ロットへ上書き保存するのであれば [ OK ] を（カード内の既存のソングデータは消失します）
、コピーを中止するのであれば
existing
If you are unsure, click ‘Cancel’ to abort the copy procedure.
[ Cancel song.
] をクリックしてください。

カードおよびソングの情報を編集する
カード情報エリアのカードとソング、
ライブラリエリアに保存されたカードとソングのネーム（名前）とディスクリプション（備考欄）

を編集することができます。
Edit
Archive, Song or Card Details

You
can edit the names and descriptions for songs, card archives and the card itself using TRIO Manager. To
コンピュータにマウントされたカードの情報を編集するにはカードアイコンをダブルクリック、カード内のソングの情報を編集するに
はカード情報エリアのソングスロットをダブルクリック、ライブラリエリアの各アーカイブの情報を編集するにはアーカイブをダブル
add
attributes (or just change the name) double click on an item in the Library or on the Trio+ Card disk icon in
クリックしてください。
the interface.

Aカードアイコン、ソングスロット、アーカイブをダブルクリックすると、
dialog box will appear where you can edit the name, enter a下記のダイアログが表示されます。[
description about the song or Song
card, Name:
and for] 下のボッ
クスに任意のネームを入力することができ、[ Song Sescription: ] 下のボックスの任意の情報を入力することができます。
songs,
see other details about the song parts.

[ Song
Parts: ] 下には、ソング内に保存されている各パートの詳細情報（パートナンバー、
標準演奏
強調演奏、ジャンル、スタイル
In
the example
above, this is the details dialog for a song in the Library where you
can /see
which genres and
ナンバー、シンプルベースモードタイプ、テンポ、
拍子、ALT TIME オプション、記録小節数、記録時間）が表示されます。
styles
were used for each part along with tempo
and duration for them as well.

microSD
メモリーカード内のすべてのデータの消去
WARNING:
You should archive the entire card or any songs you want to keep on the card into the TRIO

Manager Libraries before using the Clear All Card Songs option. Clearing all songs from the Card menu is an
コンピュータにマウントした microSD メモリーカード内のすべての TRIO+ データを一括消去することができます。
irreversible operation.
注意！

データの一括消去を行うと、消去されたデータを復元することはできなくなります。一括消去を実行する前に、カードあるい
はソングのアーカイブを行って、データのパックアップコピーを作成しておくことをお勧めします。

Click
the Card [menu
select ‘ClearClear
All Card
Songs’.
メニューバーの
Card ]and
メニューから、[
All Card
Songs ] を実行します。

[ Clear All Card Songs ] を実行すると、[ Are you sure you want to clear all songs on card? WARNING: This operation can

Anot
dialog
to confirm
the operation will appear. If you are uncertain whether
clear the songs click ‘Cancel’. [ OK ]
be undone.
] ダイアログが表示されます。一括消去を中止するのであれば
[ Cancel to
] を、一括消去を実行するのであれば
をクリックしてください。
Otherwise click ‘OK’ to confirm the clear procedure.

