
Cloud Library Sync 操作ガイド



2

本書について
本書は、rekordboxのCloud Library Syncについて説明しています。「rekordboxイントロダクション」および
「操作説明書」もあわせてお読みください。
rekordbox.com/ja/download/#manual

• 本書では、rekordbox画面内に表示されているボタン名やメニュー名などを、[ ]で囲んで記載しています。
（例：[BPM]、[コレクション]画面）

• 本書で説明している手順については、OSのバージョン、ウェブブラウザーの設定などにより記載の動作
と異なる場合がありますが、ご了承ください。

• 本書で説明しているrekordboxの画面の言語が、実際の画面の言語と異なる場合がありますが、ご了承く
ださい。

• rekordboxの仕様、デザイン等は改良のため予告なく変更することがあり、本書の説明と異なる場合があ
ります。

https://rekordbox.com/ja/download/#manual
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はじめに

Cloud Library Syncについて
Cloud Library Syncをご利用いただくことで、同一Pioneer DJアカウントの複数のコンピューターやモバイ
ルデバイスでライブラリを同期することができるようになります。またCloud Library Syncでは楽曲ファイ
ル（またはビデオファイル）のアップロード先にクラウドストレージサービスを利用することで、お客様が
お持ちのすべてのコンピューター /モバイルデバイスでアップロードした楽曲ファイル（またはビデオファ
イル）をダウンロードして再生することができるようになります。
（本書は、Cloud Library Syncの対象としてmp3・wavフォーマットなどの楽曲ファイルを中心に記載してい
ますが、mp4・movフォーマットなどのビデオファイルについても楽曲ファイルと同様にアップロード・ダ
ウンロードなどを行うことができます。）
Cloud Library Syncについては、rekordbox.comのFeaturesページもご覧ください。

| rekordboxのバージョン
Cloud Library Syncはrekordboxの以下のバージョン以降に搭載されています。これより前のバージョンをお
使いの場合は、別途最新のバージョンをインストールしてください。

• Mac/Windows用rekordbox：ver. 6.0

• iOS/Android 用rekordbox：ver. 3.0

|サブスクリプション（CreativeプランまたはProfessionalプラン）
Cloud Library SyncはサブスクリプションのCreativeプランまたはProfessionalプランでご利用いただけま
す。Freeプラン・Coreプランのお客様はCreativeプランまたはProfessionalプランへのアップグレードをお
願いいたします。
rekordbox.com/ja/plan/

|クラウドストレージサービスのアカウント作成
Cloud Library SyncはDropboxに対応しています。（2021年8月時点）
Cloud Library Syncをご利用いただくためには、Dropboxアカウントが必要になります。アカウントをお持
ちでない場合は、Dropboxの利用規約に同意してDropboxアカウントを作成してください。
お客様がアップロードする楽曲ファイルの容量に合わせて、Dropboxのプランを選択してご契約ください。
https://www.dropbox.com

• Professionalプランをご契約いただくと、追加料金無しでお持ちのDropboxアカウントを容量無制限にす
ることができます。

https://rekordbox.com/ja/plan/
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はじめに
|クラウドストレージサービスの容量
Cloud Library Syncはクラウドストレージサービスに楽曲ファイルをアップロードできますが、クラウドス
トレージの容量を超えて楽曲ファイルをアップロードすることはできません。クラウドストレージの容量が
アップロードする楽曲ファイルの総容量よりも大きくなるようにクラウドストレージサービスのプランを選
択してください。

• Professionalプランをご契約いただくと、追加料金無しでお持ちのDropboxアカウントを容量無制限にす
ることができます。

|回線速度
ライブラリの同期や楽曲ファイルのアップロード・ダウンロードに要する時間は回線速度によって大きく異
なります。rekordboxのCloud Library Syncではアップロード・ダウンロード共に20 Mbps以上の回線速度
を推奨動作環境といたします。

|対応OS
Cloud Library Syncは以下のOSに対応しています。（2021年8月時点）

• コンピューター：macOS、Windows

• モバイルデバイス：iOS、Android

それぞれの対応OSのバージョンについては、下記rekordboxサイトの動作環境をご覧ください。
rekordbox.com/ja/download/#system

|個人利用について
Cloud Library Syncは個人が複数のコンピューターやモバイルデバイスで同じライブラリを利用できる機能
です。複数人で同じライブラリを共有することはできません。

https://rekordbox.com/ja/download/#system
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はじめに
|アクティベーション
rekordbox for Mac/Windowsでは[MY PAGE]ウィンドウの[PLAN]画面から、rekordbox for iOS/Androidで
は[アカウント情報]画面から、それぞれアクティベートできます。
複数のコンピューター /モバイルデバイスでrekordboxを利用する場合、Pioneer DJアカウントを同一にす
ればCloud Library Syncを利用してライブラリを同期することができます。Creativeプランでは最大4台ま
で、Professionalプランでは最大8台までのコンピューター／モバイルデバイスをアクティベートして、ラ
イブラリを同期することができます。

1. Pioneer DJアカウント：ログインしているPioneer DJ アカウント

2. 契約プラン名：現在契約中のプラン名

3. アクティベート：アクティベートのオン/オフを行う

rekordbox for iOS/Androidでアクティベートをオンにすると、「ライブラリを同期する」（17 ページ）
の画面に切り替わります。

ご注意
• Cloud Library SyncはサブスクリプションのCreativeプランまたはProfessionalプランでご利用いただけます。Free
プラン・Coreプランのお客様はCreativeプランまたはProfessionalプランへのアップグレードをお願いいたします。
rekordbox.com/ja/plan/

• アクティベートについて詳しくは、「rekordboxイントロダクション」をご覧ください。

rekordbox for Mac/Windows rekordbox for iOS/Android

2
3

1

2

3

1

https://rekordbox.com/ja/plan/


7

rekordbox for Mac/Windows
Mac/Windowsのrekordboxで、Cloud Library Syncを使用します。

クラウドストレージサービスのデスクトップアプリケーション
をインストールする

Mac/Windowsのrekordboxを使用する場合、楽曲ファイルをアップロード・ダウンロードするためにクラウ
ドストレージサービスのデスクトップアプリケーションを利用します。
Dropboxのデスクトップアプリケーションをインストールしてください。

ご注意
• Cloud Library Syncをご利用いただくために、Dropboxの利用規約に同意してDropboxアカウントを作成し、Dropbox
を利用できるようにしてください。
https://www.dropbox.com/ja/privacy#terms

• Professionalプランをご契約いただくと、追加料金無しでお持ちのDropboxアカウントを容量無制限にすることがで
きます。
詳細は「rekordbox Cloud Unlimited powered by Dropbox セットアップガイド」をご覧ください。
https://rekordbox.com/ja/cloud-unlimited-setup-guide/

1 Dropboxデスクトップアプリケーションをインストールする。

https://www.dropbox.com/install

ご注意
• Dropbox デスクトップアプリケーションのインストール後にそのままログインを行った場合は、同じDropboxアカウ
ントを使用して「ライブラリを同期する」（8 ページ）の手順6を行ってください。また、すでにDropboxデスクトッ
プアプリケーションを使用している場合も、同じDropboxアカウントを使用して「ライブラリを同期する」（8 ペー
ジ）の手順6を行ってください。

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows
ライブラリを同期する

Cloud Library Syncでライブラリを同期することによって、Mac/Windowsとクラウドストレージ間で楽曲
ファイルのアップロード/ダウンロード/移動が可能になります。

1 画面右上の[MY PAGE]をクリックして、[MY PAGE]ウィンドウを開く。

2 [LIBRARY SYNC]タブをクリックする。

3 [Cloud Library Sync]の[他のデバイスとライブラリを同期する]をオンにする。

※ 手順6でDropboxにログインしたDropboxアカウントが表示されます。

　 Professionalプランの場合、容量無制限のProfessional DJ teamを利用しているかを確認できます。

4 同期を確認するウィンドウが開かれた場合、[統合]を選ぶ。

5 Dropboxログインを促すウィンドウが開かれた場合、[OK]を選ぶ。

Dropboxログイン画面が表示されます。

6 Dropboxにログインする。

ログインが成功すると、[LIBRARY SYNC]タブ画面の[クラウドストレージサービス]にログインした
Dropboxのアカウントが表示されます。(手順3参照)

 Creativeプラン  Professionalプラン

※



9

rekordbox for Mac/Windows
ヒント
• rekordboxでログインしたクラウドストレージサービス(Dropbox)のアカウントは、同一Pioneer DJアカウントのすべ
てのコンピューター /モバイルデバイスで同期します。2台目以降のコンピューターでは、rekordboxでログインした
クラウドストレージサービス（Dropbox）のアカウントで、クラウドストレージサービスのデスクトップアプリケー
ションにログインしてください。
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rekordbox for Mac/Windows
楽曲ファイルをアップロードする/ダウンロードする/移動す
る

[コレクション]のトラックリストには、クラウドストレージにアップロードされている楽曲ファイル、この
コンピューターからアップロードされていない楽曲ファイル、他のコンピューター /モバイルデバイスから
アップロードされていない楽曲ファイルなど、クラウドストレージへのアップロード状態が表示されます。

トラックリストに表示されるアイコンはそれぞれ以下の状態を表しています。

：クラウドストレージに存在するトラック
：クラウドストレージに存在せず、このコンピューターに存在するトラック
：クラウドストレージに存在せず、他のコンピューター /モバイルデバイスに存在するトラック

楽曲ファイルをMac/Windowsからクラウドストレージへアップロードします。

1 トラックリストからアップロードするトラックを選ぶ。

2 右クリックして、[Cloud Library Sync] > [アップロード] > [Dropbox]を選ぶ。

楽曲ファイルのアップロード・ダウンロード状態

楽曲ファイルをアップロードする

 Creativeプラン  Professionalプラン

 Creativeプラン  Professionalプラン

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows
3 [アップロード]ウィンドウが開かれた場合、[移動する]または[コピーする]を選ぶ。

[移動する]を選んだ場合、楽曲ファイルはDropboxフォルダーに移動されてクラウドストレージへアッ
プロードされます。
[コピーする]を選んだ場合、楽曲ファイルはDropboxフォルダーにコピーされてクラウドストレージへ
アップロードされます。

ヒント
• [環境設定]ウィンドウ > [詳細] タブ > [Library Sync]タブの[Cloud Library Sync]でも、移動するか、または、コ
ピーするかを選ぶことができます。「[環境設定]ウィンドウの[Cloud Library Sync]」（16 ページ）をご覧ください。

• プレイリストを選ぶと、プレイリストに含まれる楽曲ファイルをすべてアップロードすることができます。
• Mac/WindowsのDropboxフォルダーにある楽曲ファイルをrekordboxの[コレクション]にインポートした場合、[コ
レクション]のトラックリストには、「クラウドストレージに存在するトラック」（ ）として表示されます。「楽
曲ファイルのアップロード・ダウンロード状態」（10 ページ）をご覧ください。

ご注意
• 手順3で[移動する]を選んだ場合、他のアプリケーションで該当する楽曲ファイルが利用できなくなる場合がありま
す。

プレイリストの[Auto Upload]を有効化すると、プレイリストに楽曲を追加するだけで楽曲ファイルがクラ
ウドストレージへ自動的にアップロードされるようになります。

1 プレイリストを選ぶ。

2 右クリックして、[Auto Upload] > [有効]を選ぶ。

プレイリストに登録されていてこのコンピューターに存在する楽曲がクラウドストレージに自動的に
アップロードされます。

プレイリストの楽曲ファイルを自動的にアップロードする

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows

[コレクションのAuto Upload]をオンにすると、インポートしたすべての楽曲ファイルがクラウドストレー
ジへ自動的にアップロードされるようになります。

コンピューターからアップロードされた楽曲ファイルはクラウドストレージサービスのデスクトップアプリ
ケーションによって他のコンピューターに自動的にダウンロードされます。楽曲ファイルのダウンロード操
作は必要ありません。

[コレクション]の楽曲ファイルを自動的にアップロードする

楽曲ファイルのダウンロードについて

 Professionalプラン

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows

クラウドストレージの空き容量を増やすためにアップロードされている楽曲ファイルをコンピューターの
ローカルフォルダーに移動することができます。

1 トラックリストからアップロードされているトラックを選ぶ。

2 右クリックして、[Cloud Library Sync] > [ローカルに移動]を選ぶ。

楽曲ファイルがDropboxフォルダーからコンピューターのローカルフォルダーに移動されます。

ヒント
• プレイリストを選んで[ローカルに移動]を選ぶと、プレイリストに含まれるすべての楽曲ファイルをコンピューター
のローカルフォルダーに移動することができます。

楽曲ファイルをコンピューターのローカルフォルダーに移動する

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows

他のコンピューターやモバイルデバイスのrekordbox で行った編集（プレイリストの編集、HOT CUE/
Memory CUEの編集など）は、オンラインで自動的にこのコンピューターに同期されます。
Windowsではタスクバー、MacではメニューバーにCloud Library Syncの同期状態を表すアイコンが表示さ
れます。

：ライブラリは最新の状態
：ライブラリは同期処理中
：ライブラリは同期を一時停止中
：インターネットに接続していません

ライブラリの同期について

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows

Cloud Library Syncで多くのデータを同期していると、コンピューターやネットワーク環境によっては
rekordboxの動作が遅くなることがあります。
そのような場合、同期を一時停止することによって改善することがあります。

|同期を一時停止する
Windowsではタスクバー、Macではメニューバーに表示されるCloud Library Syncのアイコンを右クリック
して[同期を一時停止する]を選択してください。

ご注意
• 同期を停止してからrekordboxで行ったライブラリの変更内容は、同期を再開するまで他のデバイスのrekordboxに同
期されません。

|同期を再開する
Windowsではタスクバー、Macではメニューバーに表示されるCloud Library Syncのアイコンを右クリック
して[同期を開始する]を選択してください。

ご注意
• WindowsやMacを再起動した場合は必ず同期の一時停止状態は解除され、同期が再開されます。

ライブラリの同期を一時停止する/再開する

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for Mac/Windows

[環境設定]ウィンドウ > [詳細]タブ > [Library Sync]タブの[Cloud Library Sync]で以下の操作を行うこと
ができます。

1. [環境設定]ウィンドウを閉じて[MY PAGE]ウィンドウの[LIBRARY SYNC]タブを表示します。

2. 楽曲ファイルをクラウドストレージへアップロードするとき、ファイルを移動するかコピーするかを設
定できます。

3. 楽曲ファイルをクラウドストレージへアップロードするとき、ファイルを[移動する]か[コピーする]か
を選ぶ[アップロード]ウィンドウが開く/開かないを選択できます。

4. アップロード元のドライブが存在しないなど、アップロードされた楽曲ファイルを元の場所に移動でき
ない場合に、別の移動先を指定できます。

[環境設定]ウィンドウの[Cloud Library Sync]

 Creativeプラン  Professionalプラン

3

1

4

2
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rekordbox for iOS/Android
モバイルデバイスのrekordbox for iOS/Androidで、Cloud Library Syncを使用します。
rekordbox for iOS/AndroidでCloud Library Syncを使用する場合、Mac/Windows でrekordboxを使用する場
合と同様にクラウドストレージサービスとしてDropboxを使用します。Dropboxデスクトップアプリケー
ションのようなrekordbox 以外のクラウドストレージサービスのアプリケーションをインストールする必要
はありません。

ライブラリを同期する

Cloud Library Syncでライブラリを同期することによって、モバイルデバイスとクラウドストレージ間で楽
曲ファイルのアップロード/ダウンロード/削除が可能になります。

ヒント
• rekordbox for iOS/Androidでアクティベートすると（「アクティベーション」（6 ページ））、手順１の画面に切り換わ
ります。

ご注意
• Dropboxの利用規約に同意してDropboxアカウントを作成し、Dropboxを利用できるようにしてください。
https://www.dropbox.com/ja/privacy#terms

1 rekordboxの[アカウント情報]画面で[Cloud Library Sync]をオンにして、ライブラリを
同期する。

2 Dropboxログイン画面が表示された場合、Dropboxにログインする。

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for iOS/Android
楽曲ファイルをアップロードする/ダウンロードする/削除す
る

[コレクション]のトラックリストにはクラウドストレージにアップロードされている楽曲ファイル、このモ
バイルデバイスからアップロードされていない楽曲ファイル、コンピューター /他のモバイルデバイスから
アップロードされていない楽曲ファイルなど、クラウドストレージへのアップロード状態が表示されます。
トラックリストに表示されるアイコンはそれぞれ以下の状態を表しています。

：このモバイルデバイスからアップロードすることができるトラック
：このモバイルデバイスにダウンロードすることができるトラック

ヒント
• トラックタイトルが白色の楽曲ファイルはこのモバイルデバイスに存在します。
• トラックタイトルがグレーの楽曲ファイルはこのモバイルデバイスに存在しません。

楽曲ファイルのアップロード・ダウンロード状態

 Creativeプラン  Professionalプラン

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for iOS/Android

[コレクション]のトラックリストで アイコンになっている楽曲ファイルをモバイルデバイスからクラウ
ドストレージへアップロードします。

1 トラックリストからアップロードするトラックを左にスワイプする。

スワイプしたトラックの右側に[…]が表示されます。

2 […]をタップする。

メニューが表示されます。

3 メニューの[クラウドへアップロード]をタップする。

楽曲ファイルがクラウドストレージにアップロードされます。

楽曲ファイルをアップロードする

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for iOS/Android

プレイリストの[Auto Uploadを有効化]すると、プレイリストに楽曲を追加するだけで楽曲ファイルがクラ
ウドストレージへ自動的にアップロードされるようになります。

1 プレイリストを左にスワイプする。

スワイプしたプレイリストの右側に[…]が表示されます。

2 […]をタップする。

メニューが表示されます。

3 メニューの[Auto Uploadを有効化]をタップする。

プレイリストに登録されていてこのモバイルデバイスに存在する楽曲がクラウドストレージに自動的に
アップロードされます。

プレイリストの楽曲ファイルを自動的にアップロードする

 Creativeプラン  Professionalプラン



21

rekordbox for iOS/Android

[コレクションのAuto Upload]をオンにすると、インポートしたすべての楽曲ファイルがクラウドストレー
ジへ自動的にアップロードされるようになります。

[コレクション]の楽曲ファイルを自動的にアップロードする

 Professionalプラン
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rekordbox for iOS/Android
|Wi-Fi接続時のみアップロードする

[コレクションのAuto Upload]の設定として、Wi-Fi接続時のみ楽曲ファイルをアップロードするか、モバイ
ルデータ通信時にもアップロードするか、を選択することができます。

 Professionalプラン
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rekordbox for iOS/Android

[コレクション]のトラックリストで アイコンになっている楽曲ファイルをクラウドストレージからモバ
イルデバイスへダウンロードします。

1 トラックリストからダウンロードするトラックを左にスワイプする。

スワイプしたトラックの右側に[…]が表示されます。

2 […]をタップする。

メニューが表示されます。

3 メニューの[クラウドからダウンロード]をタップする。

楽曲ファイルがクラウドストレージからダウンロードされます。

楽曲ファイルをダウンロードする

 Creativeプラン  Professionalプラン
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rekordbox for iOS/Android

モバイルデバイスのストレージの空き容量を増やすためにクラウドストレージからダウンロードした楽曲
ファイルをモバイルデバイスから削除することができます。

1 トラックリストから削除するトラックを左にスワイプする。

スワイプしたトラックの右側に[…]が表示されます。

2 […]をタップする。

メニューが表示されます。

3 メニューの[楽曲ファイルを削除]をタップする。

楽曲ファイルがモバイルデバイスから削除され、削除した楽曲ファイルはダウンロードされていない状
態になります。

コンピューターや他のモバイルデバイスのrekordboxで行った編集（プレイリストの編集、HOT CUE/
Memory CUEの編集など）は、オンラインで自動的にこのモバイルデバイスに同期されます。

モバイルデバイスから楽曲ファイルを削除する

ライブラリの同期について

 Creativeプラン  Professionalプラン

 Creativeプラン  Professionalプラン
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その他

こんなときは
操作方法や技術的な質問をお問い合わせいただく前に、下記の項目およびrekordboxサイト
（rekordbox.com）に掲載されているFAQをご確認ください。
rekordbox.com/ja/support/faq/

|クラウドストレージの空き容量が足りない。
• お客様ご自身が契約されているクラウドストレージサービスで、ストレージ容量を増やすプランへ契約変
更してください。または（楽曲ファイルをアップロードした）rekordbox for Mac/Windowsでその楽曲
ファイルをコンピューターのローカルフォルダーに移動してください。

• Professionalプランをご契約いただくと、追加料金無しでお持ちのDropboxアカウントを容量無制限にす
ることができます。

|コンピューターのHDDやSSDの空き容量が足りない。
• 外付けHDDを増設してDropboxフォルダーの場所を外付けHDDに移動してください。

Dropboxフォルダーの場所を外付けHDDに移動する方法については、下記Dropboxサイトをご覧くださ
い。
https://help.dropbox.com/ja-jp/installs-integrations/desktop/move-dropbox-folder

• 外付けHDDを用意できない場合、Dropbox デスクトップアプリケーションを起動し、基本設定メニュー
にアクセスし、[同期] > [選択型同期]を開き、Dropbox内のrekordboxフォルダー内の特定のファルダー
の同期を解除してください。

Dropboxの選択型同期の利用方法については、下記Dropboxサイトをご覧ください。
https://help.dropbox.com/ja-jp/installs-integrations/sync-uploads/selective-sync-overview

https://rekordbox.com/ja/support/faq/
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その他
商標、ライセンス文
• rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。
• Dropboxは、Dropbox Inc.の商標または登録商標です。
• Windows は、米国Microsoft Corporation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。
• MacおよびmacOS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
• iOS は、Cisco 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。
• Android は Google LLC の商標です。
その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

© 2020 AlphaTheta株式会社
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