
〈Smartface〉は顔をしっかり
覚えてくれる顔認識ソフト
さっそく友だちと遊んでみよう。

6 サッと変身してみよう
A l w a y s  W i t h  M e .A l w a y s  W i t h  M e .

■VOL/APP
アプリケーション切替
・メール読み上げ・スナップ撮影

・ボイスメモ・音楽再生

ボリューム調整

■MODE
・音楽プレイモード切替

・表示切替（時間・曲名・アーチスト名・残り時間）

・カメラズームイン/ズームアウト

PLAY■
・音楽/ボイスメモ/スライドショウ再生　

・STOP

・曲の頭出し

■SNAP
撮影ボタン

POWER■
電源ボタン

■HOLD
ホールドキー

使 い こ な し
ガ イ ド

B O O K
100人まで顔が登録可能
ユーティリティを起動し、顔が写ってい

る状態で、名前とフリガナを入力する

と、登録終了。登録が終わると「こん

にちは、○○さん」と挨拶します。

あなたはどんな変身が似合う？
右下にある変装切換ボタンを操作すると、涙目や赤鼻、ピエロ、ア

フロなどの変身グッズが画面上の顔に重なり、頭を動かしても変身

グッズがちゃんとついてきます。

アプリケーションを起動できるすぐれもの
〈LIVE MEDIA PLAYER〉やメールソフト

などあらかじめ起動するアプリケーション

を設定しておけば、＜Smartface＞

を立ち上げて顔が認識されると自動的に

そのアプリケーションが開きます。

届いたメールを読み上げてくれたり
声で文章を入力したりと
便利で楽しい〈東芝音声システム〉です。

音声でメールを聞こう5

〈東芝音声システムVer. 5.0〉音声認識/合成ソフト
〈i.Shuttle〉で操作できるメール読み上げソフト「きこえるメール」や、

マイクに向かって話すだけで文字入力したりテキストを読み上げる

「おしゃべりテキスト」。さらにパソコンの操作・ソフトの起動なども

音声でおこなうことができます。
※MAPIをベースにした電子メールソフト（Microsoft®OutLookTM、Microsoft®Exchangeなど）
のみ対応しています。

〈Smartface〉顔認識ソフト
顔を登録しておけば、画面に名前を表示したり、音声で挨拶してく

れます。顔をピエロなどいろいろな変装アイテムで遊んだりできて

楽しさいっぱい。またカメラに顔を近づけるだけで、スクリーンセ

ーバーを解除したり、ソフトを起動させたりなど実用にも使えます。

E-Mailも声で読み上げてくれるから
コミュニケーションがもっとワクワク

郵便箱アイコンをクリックして、E-Mailを取り込みます。
着信メッセージがリストアップされます。内容を見たい場合には表示ボタンを押します。

〈きこえるメール〉を起動します。
最初に起動したときには、設定画面がでますので、

自分の通信環境に合わせてセッティングします。

1

2

メールを選んで再生ボタンを押せば、読み上げてくれます。
送信者や題、着信日や内容などを読み上げのオプションで選べます。

3

変装切換ボタン

アプリケーションの設定

取りはずせるデジタルビデオカメラ！
〈スクーピィ〉

手軽にデータ交換！

アプリケーションが自動的に

立ち上がる

Smart Media TM

〈i.Shuttle〉を使って
届いたメールの内容を
イヤホンで
すばやく確認できます。

パソコンを閉じたまま操作できる！
〈アイ・シャトル〉
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4 Smart MediaTMを使おう
旅先での気に入った風景や
おもしろいシーンを
サッと友だちにメールできます。

好きな曲をハードディスクに
たっぷり入れて
いつでもどこでも楽しめます。

2 ビデオメールを送ろう1 ミュージックを持ち歩こう

※この商品に収録された音、映像は、広告宣伝を目的として制作されたものであり、市販用CD等に収録された音源とは内容、質とも異なっています。これらの音、映像を個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、ネットワーク等を通じて送信することは法律で禁じられています。

3 デジタルクリエーターになろう

プレイリスト機能をうまく使いこなす
「My Best」や「ROCK」などのようにジャンルごとに分けて、一枚の

CDやMDのようなオリジナルアルバムが作れます。複数のプレイリス

トをCD/MDチェンジャのように、気分に応じて切り替えられます。

LIVE MEDIA VIDEOで
撮ったムービーも音声入りでメールしましょう
〈SCOOPY〉を使って、動画を撮影、編集するソフトです。「MAILボ

タン」を押すだけで、自動でE-Mailに動画が添付されます。

LIVE MEDIA EDITは撮った動画をつないで、編集する
ためのソフト。自分だけのオリジナルビデオが簡単に作れます。

操作ボタン

プレイリスト切換ボタン

曲をドラッグ＆ドロップする

キャプチャパネル

録画ボタン 停止ボタン

ビューアパネル

E-Mailへ

タイトルやキャプションを管理

エフェクト処理

〈i.Shuttle〉で
音楽を聴きながら
歩こう
専用リモコン〈i.Shuttle〉

で再生や一時停止などの操

作や曲名の表示、ボリューム

コントロールができます。

LIVE MEDIA PLAYER
はWAVEやMIDI、MP3の音楽データ

をCD/MD感覚で再生するソフトです。
＊MP3エンコーダソフトはインストールしていません。

MP3は今はやりのデジタ
ルミュージックが手軽に楽し

める圧縮方式のひとつ。MD

並の音質を保ったままデータ

量を約1/10にできるので、

ファイルサイズが小さくてす

みます。CD

やMDを何枚

も持ち歩か

なくても、好

きな音楽を

すぐれた音質

で楽しむこと

ができます。

曲送りボタン

1. プレイリストを作る
OPTIONボタンを押しプレイリスト一覧画面の、

新規または編集ボタンを押すとプレーヤアプリ

ケーションExplorerが表示されます。

2. 曲を選ぶ
上の段のプレイリスト一覧から、登録する曲を

選んでドラッグ＆ドロップします。

3. 名前を付ける
プレイリスト名をつけて保存します。

4. プレイリストを使う
登録されたプレイリストは、プレイリスト切換ボ

タンで選択できます。

新規ボタンを押す

〈SCOOPY〉で
狙ったシーンは逃さない
動画や静止画を手軽に撮ることが

できるデジタルビデオカメラ。本体

につけたままで使うのはもちろん、

外しても撮影できます。

撮った動画を編集して
オリジナルムービーを作って
友だちをびっくりさせよう。

1. 動画を選ぶ
保存してある動画データを選び、Video1トラック

に挿入します。

おなじようにつなげる動画データを選び、Video2

トラックに挿入します。

トラックの選択

2. エフェクトやタイトルを入れる
Video1とVideo2トラックが重なった部分は自動的にエ

フェクト処理され自然に繋ぎ合わせます。タイトルやキャ

プションを入れることもできます。

3. 保存する
オリジナルムービーの完成です。

完成したムービーはMPEG4をはじめいろいろな形式で保存できます。

撮った写真でスライドショウができる
〈LIVE MEDIA STILL〉で、簡単にスライ

ドショウを設定できます。オプションボ

タンを押して、スライドショウの設定で

画像を指定するだけ。SLIDEボタンを押

すと次々と写真が映し出されます。

オプションボタン

撮ったSNAPをプリントしたり
キャラクターをつかったカードを
作りましょう。

〈Smart MediaTM〉で手軽に
データ交換
〈スマートメディア〉は大きなデータで

もしっかり記憶できるメモリカード。

友達のパソコンとデータ交換をした

り、デジタル写真をF-DIサービスに出

したりと、活用は無限です。

データを保存
動画や静止画、音楽、ワープロ、
ゲームなどのデータを保存。

友だちにデータを渡す
動画や静止画、地図、イラスト
などのデータを交換する。

〈ジョイプラス〉で
オリジナルカードを作る。

F-DIサービスで
撮った画像をプリントする。

フレーム編集ソフト

デジタルカメラで撮影した

画像を楽しいキャラクターの

フレームに入れたり、アルバ

ムにして保存することもでき

ます。ポストカードやE-Mail

用便箋、ネームカードなどが

作れます。

F-DIサービス
〈SCOOPY〉やデジカメで撮った画像をF-DIサービス取扱店に持ち込

んで、通常のDPE（写真の現像・焼付け・引伸ばし）のようにプリントし

てくれるサービスです。

2. 確認する
撮影した動画はビュアーパネルに表示されます。

撮った動画をその場で確認することができます。

3.「MAILボタン」を押す

4. MPEG4に圧縮する

圧縮方式は複数あります。

5. 送信する
通常使用している電子メールソフトが起動され、

自動的に添付ファイルとして送信するように設

定されます。後は、通常のメール操作とおなじ

で送信できます。

1. 撮影する
撮影は、キャプチャパネルの録画ボタンを押し

ます。〈i.Shuttle〉や〈SCOOPY〉、本体キーボ

ード上のSNAPボタンでも撮影できます。

MPEG4 はインターネットを使っ
て動画を送受信するのに適した圧縮形

式です。衛星放送やDVDで使われてい

るMPEG1/2に比べ圧縮率が高くファ

イルサイズがより小さくてすみます。

〈MP3サウンドを実感しよう！〉※

L ib re t to  f f  イメージソング

「初夏の出来事」
東芝EMIより7/16デビューの矢野真紀の
サウンドをプレインストールしました。
デジタルサウンドを実感してください。

TOSHIBA
ORIGINAL
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