プレスリリース

2013年12月25日
自動作曲/伴奏作成 ソフト「Band-in-a-Box」のMac版最新パッケージが多くの新機能を追加して登場。

『Band-in-a-Box 21 for Mac』発売のお知らせ
フロンティアファクトリー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：奥田 哲生）は、カナダPG Music
Inc.社の自動作曲ソフトウェア「Band-in-a-Box（バンド・イン・ア・ボックス）21 for Mac」を、2014
年1月31日（金）に発売いたします。

Band-in-a-Box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ソフトウェアです。
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。
バージョン21では、MIDIスーパートラックを新たに追加！ 普通のMIDIトラックがC7パターン上でプロ
グラミングしたデータを使用しているのに対し、MIDIスーパートラックは本物のミュージシャンの演奏を
MIDI録音して作成したデータが使用されており、カスタマイズ性に優れたハイクオリティーな伴奏を簡単
に作成できるようになりました。
既に発売中のWindows版に搭載され好評の多くの新機能をMacにも搭載して登場します。
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■ Band-in-a-Box のメイン機能
自動作曲：
コードネームをタイプして、スタイルメニューからお好みのスタイ
ル（ジャズ・ロック・ラテン・フォークなど）を選択すれば、それ
だけの操作で、ベース・ギター・ドラム・ピアノ・ストリングスに
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。

伴奏作成・自動編曲：
自動で作成される伴奏は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
・オーディオファイルからコードを検出する
オーディオコードウィザード
・MIDIファイルからコードを検出するMIDIコードウィザード
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■ 収録コンテンツにより選べる豊富なラインナップ

Band-in-a-Box 21 for Mac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や解説本の有無に
よる5種類のパッケージを用意。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インチオリジナルHDDにリアルトラックを中心とした約80GBにも及ぶコンテン
ツを収録。HDDから直接Band-in-a-Boxを起動できる為、自宅とスタジオで別のMacをお使いの場合など
大容量のコンテンツをそれぞれのMacにインストールする必要がなく大変便利です。

■収録コンテンツ
コンテンツ数

BasicPAK

MegaPAK

EverythingPAK

デモソング

700 曲以上

3,000 曲以上

8,000 曲以上

伴奏スタイル

約 760 種類

約 2,480 種類

約 4,900 種類

スタイルセット

4 セット

78 セット

78 セット

リアルドラム

8 種類

65 種類

293 種類

リアルトラック

74 種類

210 種類

1662 種類

メロディストセット

1 セット

8 セット

8 セット

ソリストセット

1 セット

16 セット

18 セット

製品メディア

DVD-ROM1 枚

DVD-ROM3 枚

2.5 インチ HDD

EverythigPAKは、オリジナルHDDにプログ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ございます。
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■ Band-in-a-Box 21 for Mac 主な新機能
・MIDIスーパートラックの登場
MIDIスーパートラックはMIDIトラックやリアルトラック同様、どのパートでも取り入れることができ、
どんなコードやスタイルにも対応できます。 「スーパー」という名前が付いているのは、、普通のMIDI
トラックより高度なエンジンでできているからです。普通のMIDIトラックはC7パターン上でプログラミン
グしたデータが使用されますが、MIDIスーパートラックは本物のミュージシャンの演奏をMIDI録音して
作成したデータが使用されます。

・現行スタイルとの相性を確認しながらリアルトラックを選択！
リアルトラックがどの程度現行スタイルに合うかを示すダイアログを追加しました。 リズムのノリ、ジャ
ンル、テンポ、拍子が同じものから順にリストされます。 例えば現行スタイルがテンポ60のジャズスウ
ィングバラードの場合、テンポ60のジャズスウィングのリアルトラックが上の方に、速いヘビメタのリア
ルトラックが下が方にリストされます。

・どのパートでも「パフォーマンストラック」として保存可能！
この機能は、お馴染みのフリーズ機能を一歩前進させ、選択パートをパフォーマンストラック(オーディオ
ファイル)として保存します。 パフォーマンストラックを再生するにはソングの作成時に使ったスタイル
やリアルトラックが不要ですので、それらを持っていないユーザー仲間にもソングを聞いてもらえます。

・アーティストパフォーマンスをご用意！
プロの演奏(アーティストパフォーマンス)をメロディーパートに組み込んだソングをたくさん用意しまし
た。 「Artist Performance Sets」フォルダに保存されているソングを開き、楽譜やギター譜を見ながら
本格的な演奏を学んでください。

・音楽共有サイトSoundCloud.comに連結
完成した曲を SoundCloud.com にアップロードしてはいかがですか。たくさんの人に聞いてもらうチャ
ンスです！
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・ノーテーションウィンドウ機能を大幅に拡大！
・ モードの切り替えボタンが新しくなり、ズームボタン等が加わりました。
・ ウィンドウサイズを変更すると、自動的に五線譜のサイズが調節されます。
・ 複数の音符上をマウスでブラシをかけるように触れることによって音を再生できます。
・ イベントリストが加わり、メロディー/ソロトラックのMIDIデータをイベント単位で編集できます。
・ スラーやクレッシェンド等の楽譜記号を入力できます。
・ お好きな位置でセクションテキスト(短いメモや注意書き等)を追加できます。
・ 楽譜編集モードに右クリックメニューが加わりました。
・ 行単位歌詞が入力しやすくなりました。
・ 表示オプションがたくさん加わりました。

・ギターウィンドウの機能を拡張！
ベーストラックを4弦のフレットボードで表示できます。

・ソング形式の作成(コードを簡単に並べ替え)！
ソングを区分けし、好きな順序に全体を並べ替えることができます。
例えば1～8 小節を A区分、17～25 小節を B区分、33～37 小節を
C区分と定義した後、AABACABAの順で並べ替えるといったことが可能
です。

・新しいコードタイプをお試しください！
ディミニッシュトライアドコード「dim5」(1度、♭3度、5度で構成)、アッド2コード「add2」(1度、2
度、3度、5度で構成)、マッド2コード「madd2」(1度、2度、♭3度、5度で構成)を使用できます。(注意:
MIDIスーパートラック、リアルトラックの中にはこれらのコードタイプに対応できないものがあります。
その場合、dim5 は dim7、add2 は sus2 として扱われます。)
この他にも多くの新機能を搭載しています。
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■ 動作環境
対応 OS:

Mac OS X 10.4 以上、Mac OS X 10.9 Mavericks対応

CPU:

Intel 社製 CPU (Power PCには非対応)

メモリ:

512MB 以上

HDDの空き領域:

[Basic PAK] 550MB 以上 (リアルドラム/リアルトラックの使用時は5GB 以上)
[MegaPAK] 1GB 以上 (リアルドラム/リアルトラックの使用時は12GB 以上)
[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：160KB 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：8GB 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：80GB 以上

モニタ:

1024 x 768ピクセル以上を推奨

インターネット環境： 製品登録時に必要です。
その他:

・[BasicPAK、MegaPAK]にはDVDドライブが必要です。
・[EverythingPAK]にはUSB2.0ポートが必要です。
・必要に応じ、MIDIキーボードやMIDI音源等のMIDIシステム

■ 製品ラインナップ
名称
Band-in-a-Box 21 for Mac BasicPAK

商品コード

JAN コード

本体価格

4937246046164

PGBBLBM111

12,200 円 + 消費税

4937246046171

PGBBLBM121

14,000 円 + 消費税

4937246046188

PGBBLMM111

26,000 円 + 消費税

4937246046195

PGBBLMM121

28,000 円 + 消費税

4937246046201

PGBBLEM111

40,800 円 + 消費税

Band-in-a-Box 21 for Mac BasicPAK
解説本付き
Band-in-a-Box 21 for Mac MegaPAK
Band-in-a-Box 21 for Mac MegaPAK
解説本付き
Band-in-a-Box 21 for Mac
EverythingPAK
解説本付きに付属するガイドブックは、SoundDesigner社「ギタリストのための Band-in-a-Box 20 超かんたん作曲
術」となります。Band-in-a-Box 20をベースに作成された本ですが、セットアップから基本操作などの紹介となり、
問題無くご活用いただけます。

＜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.frontierfactory.co.jp/

〒162-0806 東京都新宿区榎町 43-1 神楽坂ビル
広報担当： 橋本

pr@frontierfactory.co.jp

