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2017 年 3 月 30 日 

世界標準の自動作曲・伴奏作成アプリのMac 版最新バージョンがUSBで登場 

『Band-in-a-Box 24 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.社の自動作曲アプリ『Band-in-a-Box（バンド・イン・ア・ボックス）24 for Mac』を、

2017 年 4 月 24 日（月）に発売いたします。また、公式ストア（フロンティアファクトリー・ダイレク

トストア）では、本日から発売日前日（4 月 23 日）まで『Band-in-a-Box 24 for Mac』の新規購入およ

びバージョンアップ・グレードアップが 10%オフになる早期予約キャンペーンを実施します。なお、同

期間中は Windows 版のバージョンアップ・グレードアップの 10%オフキャンペーンも実施します。 

 

「Band-in-a-Box」は、自動作曲・伴奏作成の定番アプ

リ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。 

 

バージョン 24 では、スタイルピックウィンドウが使いや

すくなり、リストを並べ替えたり曲のスタイル検索を行

ったりすることができるようになりました。 

ほかにも、反復記号の表示や、声の合成もできるように

なりました。 

 

 

 

また、BasicPAK と MegaPAK の製品メディアが従来の

DVD-ROM から USB メモリになり、光学ドライブの搭載

されていない MacBook でも手軽にセットアップが可能に

なりました。USB メモリには重厚感のあるロゴ入りキー

ホルダーがもれなく付いています。バージョンアップ版と

グレードアップ版も同じ仕様です。 

※USB メモリ、キーホルダーのデザインなどは予告なく

変更になる場合があります。 
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■製品ラインナップ 

製品名 商品コード JAN コード 価格(税抜) 

Band-in-a-Box 24 for Mac BasicPAK PGBBOBM111 4937246049394 13,500 円 

Band-in-a-Box 24 for Mac MegaPAK PGBBOMM111 4937246049400 27,000 円 

Band-in-a-Box 24 for Mac EverythingPAK PGBBOEM111 4937246049417 45,000 円 

 

※バージョンアップ/サポートポリシー変更について 

Mac 版は本バージョンからバージョンアップ/サポートポリシーが変更されます。 

バージョンアップの対象は、新製品から 3 バージョン前までになります。なお、Windows 版も次期製品

から変更される予定です。 

また、テクニカルサポートの対象は、バージョン 21~24 までになります。 

 

過去バージョンからのバージョンアッププログラムの詳細については、公式サイトをご参照ください。 

 

●Band-in-a-Box 公式サイト 

 http://www.biab.mu/ 

 

 

■Band-in-a-Box 24 for Mac の主な新機能 

 

生まれ変わったスタイルピックウィンドウ 
 

 
・ウィンドウサイズを変更できます。 

・リストの文字のサイズを変更できます。 

・リストの並べ替えができます。 

・リストの列幅を変更できます。 

・フィルター機能を改善しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.biab.mu/
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新コードシートでさらに使いやすく 
 

 
 
・ツールバーのコード表示をなくしました。 

・マウスのカーソル位置がわかりやすくなりました。 

・マウスを使わず、コンピューターキーだけで範囲を調節できます。 

・各小節に対して追加の情報を記載するための「レイヤー」を表示できます。 

・小節ごとに歌詞を入力できます。 

・行単位歌詞を小説単位歌詞に変換できます。 

・コードシートの表示をカスタマイズするための「表示オプション」ダイアログを追加しました。 

・コードシートのすべての要素の色を選択できます。 

・パートマーカーの色にグラデーションを適用したり、枠をつけて表示したりすることができます。 

 

 

反復記号が表示可能に 
 
リピートマークや1カッコ/2カッコ、DS al Codaなどの反復記号を入力・表示することができます。 

   
 

   

  

  
ソングを分析し、必要な反復記号の自動検出も可能です。 

 

 

音声合成が可能に 
 

インターネット上のフリーの歌声合成システム Sinsy の技術を使って、メロディーにつけた歌詞（音符単

位歌詞）に基づいて歌声を合成することができます。 
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AU、VSTプラグインをサポート 

 

パートごとのシンセサイザー選択や、エフェクト追加ができます。 

  
・.sfz形式のサンプルプレイヤーsforzando（制作元：Plogue）が付属します。 

・シンセサイザーのプラグインのプリセット（シンセサイザー＆Hi-Q音色）を聞くことができます。 

 

■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 BGM として（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 

・各種楽器練習のための伴奏作成と練習用テンポ機能 

・MP3 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」 

 

■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 24 for Mac は、搭載されるトラック素材や音源素材など、コンテンツ数量による３種類

のパッケージを用意しました。基本機能は全グレードで同じなので、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 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 100GB にもおよぶコ

ンテンツを収録しています。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高クオリテ

ィーの伴奏です。 

 

 

■収録コンテンツ 

 BasicPAK MegaPAK EverythingPAK 

伴奏スタイル 約 850 種類 約 2,700 種類 約 4,730 種類 

アーティストパフォーマンス 22 種類 63 種類 145 種類 

リアルドラム 24 種類 80 種類 394 種類 

リアルトラック 220 種類 382 種類 2,122 種類 

MIDI スーパートラック 50 種類 74 種類 179 種類 

ループ素材 1,071 種類 

製品メディア 
USB メモリ 

（キーホルダー付） 

USB メモリ 

（キーホルダー付） 
2.5 インチ HDD 

※USB メモリ、キーホルダー、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：Mac OS X 10.5 以上、Mac OS Sierra（10.12）対応 

■メモリ：512MB 以上 

■CPU：Intel 社製 CPU 

■ハードディスクの空き容量： 

 [BasicPAK] 10 GB 以上 

 [MegaPAK] 20 GB 以上 

 [EverythingPAK]・HDDから直接アプリケーションを起動する場合：15MB 以上 

         ・アプリケーション本体を内蔵 HDD にインストールする場合：16GB 以上 

         ・アプリケーション、リアル素材すべてを内蔵 HDD にインストールする場合：100GB 以上 

■モニタ解像度：1024 x 768 ピクセル以上 

■インターネット環境（ライセンス認証を行うのに必要です。お使いのコンピューターがインターネットに接続できな

い場合は、メールで認証を行っていただく必要があります） 

■USB2.0 ポート（下位互換のある USB3.0 ポートでも可） 

■その他：必要に応じ、PC サウンドカード、外部 MIDI 音源などの MIDI システムなど 

 

 

＜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 

http://www.frontierfactory.co.jp/ 

 

Band-in-a-Box 公式サイト 

http://www.biab.mu/ 

フロンティアファクトリー株式会社 

広報担当：橋本 pr@frontierfactory.co.jp 

 

http://www.frontierfactory.co.jp/
http://www.biab.mu/
mailto:pr@frontierfactory.co.jp

