プレスリリース

2015 年 8 月 7 日
自動作曲/伴奏作成 アプリ「Band-in-a-Box」の新バージョン
多くのコンテンツや動画機能を追加して登場！

『Band-in-a-Box 23 for Windows』発売のお知らせ
ブランド：PG Music

製品名：Band-in-a-Box 23 for Windows

発売日：2015 年 9 月 4 日

フロンティアファクトリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥田 哲生）は、カナダ PG
Music Inc.社の自動作曲/伴奏作成アプリ《Band-in-a-Box（バンド・イン・ア・ボックス）23 for
Windows》を、2015 年 9 月 4 日（金）に発売いたします。

誰でも作曲家！
自動作曲/伴奏作成 アプリ

Band-in-a-Box 23

Band-in-a-Box は、は、自動作曲・伴奏作成の定番ソフトとして世界中で愛され続けているアプリケー
ションです。お好みの音楽スタイルを指定するだけで、メロディー、ピアノ、ストリングス、ギター、ベ
ース、ドラムなど、各パートをあっという間に作曲できます。作曲支援や音楽学習に最適です。

■ Band-in-a-Box のメイン機能
自動作曲：お好みのスタイル（ポップ・ロック・ジャズ・フォークなどのジャンル）を選択して、作曲
する要素を選択すれば、ピアノ、ストリングス、ギター、ベース、ドラムによる伴奏があっという間に完
成します。もちろん細部までこだわって自分で楽曲制作をすることも可能です。
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伴奏作成・自動編曲：自動編曲機能を使用する際に「リアルトラック」を選択すれば、スタジオミュー
ジシャンの生演奏を録音した最高の素材で演奏されます！まるで自分の曲をプロの編曲家にアレンジして
もらっているかのような贅沢な体験ができます。

■ Band-in-a-Box のその他機能や活用方法
・メロディーからコードを生成
・動画用の著作権フリーのバックミュージック作成
・コード進行からメロディーやソロ演奏を自動生成
・各種楽器練習の為の伴奏作成と練習用テンポ機能

■ 主なバージョンアップポイント
動画を開けます！
お手持ちの動画を開くことができるようになりました。 画像は動画ウィンドウに表示され、音声はオーディオパート
に開きます。

コードシートを動画として保存可能に

jBridge を使用して 64 ビットの VST に対応
今まで、32 ビットのアプリケーションである「Band-in-a-Box」では、64 ビットの VST プラグインを使えませんで
したが、jBridge を使うことで、64 ビットの VST プラグインが使えるようになりました。(jBridge は付属商品ではあ
りません。jBridge の開発元か、PG Music のサイトで購入することができます。)

インターフェイスを改善しました！
・パートボタン(画面上部とミキサーウィンドウ内)の名前を、パート名(ベース、ピアノ、メロディー 等)でなく、現行
の楽器名(マリンバ、オルガン、サックス等)で表示したり、自分で付けることができます。
・スタイルピックウィンドウ、リアルトラックピックウィンドウ、ソリスト選択ダイアログのリストの文 字を半角カ
タカナから全角カタカナに書き替えました。
・たくさんのダイアログで、ボタンやオプションの位置を整理しました。

ループ素材の機能を拡張しました！
・なんと 1000 個以上の素材が付属します。モダンポップ、テクノ、ダブステップ、ワールドビート 等のドラムビー
トやベースリフ等、お探しの素材がきっと見つかります。
・WAV ファイルに書き込まれた ACID 情報が認識され、自動的にダイアログ内に表示されます。
・ループ素材として使えるファイル形式を増やしました。WAV、WMA、MP3 に加え、MP4、M4A にも対応します。

超シンプルなリアルトラックを生成できます！
リアルトラックピックウィンドウの「ホールド」オプションをオンにすると、選択リアルトラックは次の コードチェ
ンジまでホールドコードし、かなりシンプルな伴奏をします。

ミキサーウィンドウの機能を拡張しました！
リアルドラムの機能を拡張しました！
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ノーテーションウィンドウの機能を拡張しました！
イベントリストダイアログに機能を追加しました！
録音ダイアログ内で録音先パートを切り替えられます！
スタイルピックフィルターダイアログを開いたままフィルターを反映できます！
キーの変更に伴い、オーディオパートを移調できます！
この他にもたくさんの新機能を揃えています！

■ 収録コンテンツにより選べる、3 種類のラインナップ

Band-in-a-Box 23 for Windows は、搭載されるスタイルセットなどのコンテンツ数量の違いによる 3
種類のパッケージをご用意しております。基本機能は全グレードで同一となりますので、Band-in-a-Box
の豊富な機能をどのグレードでも存分にお楽しみいただけます。
EverythingPAK では、2.5 インチのオリジナル HDD に、リアルトラックを中心とした約 90GB にも及ぶ
コンテンツを収録。それらは、主に北米のスタジオミュージシャンの演奏を録音したコンテンツとなり、
クオリティーの高い伴奏を簡単に自動編曲することが可能になります。

■収録コンテンツ
各グレードのコンテンツ数

BasicPAK

MegaPAK

EverythingPAK

伴奏スタイル

約 850 種類

約 2,700 種類

約 5,200 種類

リアルドラム

24 種類

80 種類

323 種類

リアルトラック

220 種類

382 種類

2,007 種類

MIDI スーパートラック

50 種類

74 種類

168 種類

製品メディア

DVD-ROM3 枚

DVD-ROM6 枚

2.5 インチ HDD

※EverythingPAK は、HDD にプログラムとコンテンツを同梱しています。※HDD の仕様は予告なく変更になる場合があります。
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■動作環境

対応 OS:

Windows® 8（8.1）/7/Vista 日本語版

※Windows 10 対応予定

CPU:

Pentium 400MHz 以上

メモリ:

512MB 以上

HDD 容量:

【BasicPAK】10GB 以上のハードディスク空き容量
【MegaPAK】20GB 以上のハードディスク空き容量
【EverythingPAK】インストール方法によって下記の空き領域が必要
・HDD から直接アプリケーションを起動する場合：20MB 以上
・アプリケーションのみ内蔵 HDD にインストールする場合：12GB 以上
・アプリケーションとリアル素材を内蔵 HDD にインストールする場合：90GB 以上

モニタ:

1024 × 768 ピクセル以上を推奨

インターネット環境（Band-in-a-Box のライセンス認証を行うのに必要です。）
その他:

・BasicPAK、MegaPAK には DVD ドライブが必要です。
・EverythingPAK には、USB2.0 ポート または USB 3.0 ポートが必要です。
・PC 内蔵サウンドカード

必要に応じ、MIDI 音源、外部 MIDI 音源等の MIDI システム等

■ 製品ラインナップ
名称

JAN コード

商品コード

本体価格（税別）

Band-in-a-Box 23 for Windows BasicPAK

4937246048052

PGBBNBW111

12,500 円

Band-in-a-Box 23 for Windows MegaPAK

4937246048069

PGBBNMW111

26,000 円

Band-in-a-Box 23 for Windows EverythingPAK

4937246048076

PGBBNEW111

45,000 円

＜掲載用連絡先＞

＜プレスからのお問い合わせ＞

フロンティアファクトリー株式会社

フロンティアファクトリー株式会社

http://www.biab.mu/

〒102-0082 東京都千代田区一番町 20-3
プレミエール一番町 101
広報担当： 橋本
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pr@frontierfactory.co.jp

