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2018 年 3 月 16 日 

 

メイン画面改修、コード機能拡張でさらに使いやすくなった自動作曲アプリ 

『Band-in-a-Box 25 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の最新版《Band-in-a-Box（バンド・イン・ア・ボックス）25 for Mac》

ダウンロード版を本日より、パッケージ版を 2018 年 4 月 13 日（金）に発売いたします。あわせて本日

より公式ストア（フロンティアファクトリー・ダイレクトストア）でパッケージ版の予約受付を開始しま

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 25 では、メイン画面のツールバーを改善し、

コードビルダーにコード理論表を追加。さらにリアルドラ

ムの機能拡張（マルチドラム/複数パートのリアルドラ

ム）やリアルトラック機能の拡張、ノーテーション機能拡

張でより使い勝手が良くなりました。 

 

 

■ 製品ラインナップ パッケージ版 

製品名 発売日 商品コード JAN 価格(税抜) 

Band-in-a-Box 25 for Mac BasicPAK 
2018 年 

4 月 13 日 

PGBBPBM111 4937246050079 13,500 円 

Band-in-a-Box 25 for Mac MegaPAK PGBBPMM111 4937246050116 27,000 円 

Band-in-a-Box 25 for Mac EverythingPAK PGBBPEM111 4937246050178 45,000 円 

 

■ 製品ラインナップ ダウンロード版 

製品名 発売日 商品コード JAN 価格(税抜) 

Band-in-a-Box 25 for Mac BasicPAK DL版 
2018 年 

3 月 16 日 

PGBBPBM141 4937246050086 10,000 円 

Band-in-a-Box 25 for Mac MegaPAK DL版 PGBBPMM141 4937246050123 20,000 円 

Band-in-a-Box 25 for Mac EverythingPAK DL版 PGBBPEM141 4937246050185 35,000 円 
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バージョンアップ/サポートポリシーについて 

本製品へのバージョンアップ対象は新製品から 3 バージョン前までになります。従来製品のテクニカル

サポート対象は、バージョン 22～24 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（https://www.biab.mu/）を参照ください。 

 

 

■ Band-in-a-Box 25 for Mac 主な新機能 

 

・ツールバーを最小限モードで表示することが可能に 

 

・モード切替ボタン を使ってツールバーを小さく表示できるようになりました。 

 

このモードでは､よく使うボタンを【カスタム】

のタブに集めることができます。  

1. 【カスタム】のタブを押し､右端の【+】ボタ

ンを押します。 

2. [Ctrl]キーを押しながらボタンを最上段にドラ

ッグします。欲しいボタンをすべて追加したら

【閉じる】を押します。 

このモードではミキサーウィンドウは隠れていま

すが､一番右の【ミキサー】タブを押すと､移動可

能なウィンドウが開きます。 

 

・コードビルダーにコード理論表を追加しました 

・ダイアログの下半分で表示されるコード理論表

では､現行のキーに相応しいコードがリストされ

ます。 

・最上段にはもっともよく使われるダイアトニッ

クコード､その他の段にはドミナントセブンスコ

ード､セブンスコード､ディミニッシュコード等が

リストされます。 

・「ジャズ」を無効にするとポップでよく使われ

るトライアドコードが表示され､有効にするとジャズでよく使われる7th コードが表示されます。 

 

・最上段のコードだけを選ぶと基本的なコード進行ができあがりますが､その他の段のコードも取り入れ

て動きのあるコード進行にするのもよいでしょう。 

 

 

https://www.biab.mu/
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・コードレイヤー機能を拡張 

・コードレイヤーに標準記譜（C､D､E♭等）を表示することができます。 

- 例：メインではローマ数字で表示し､コードレイヤーでは標準で表示する 

・コードレイヤーにコンサートキーを表示することができます。 

- 例：メインではコードをアルトサックス用に表示し､レイヤーではコンサートキーで表示する 

 

 

 

 

 

 

 

・リアルドラム機能の拡張 

・マルチドラム機能を追加しました。ドラムパートに複数のリアルドラム､ループ､ユーザートラック､リ

アルトラックを取り入れることができます。 

・ドラムパート以外のパートでもリアルドラムを使うことができます。 

・ショット･プッシュ･ホールド機能が､スタイルの変更やフリーズ中のリアルドラムにも対応します。 

 

 

 

■ 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 25 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。 

BasicPAK、MegaPAK の製品メディアは DVD-ROM から USB メ

モリになり、光学ドライブ非搭載の iMac や MacBook でも手軽な

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付属しています。 

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。 

 

※USB メモリ、キーホルダーのデザインなどは予告なく変更される場合があります。 
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■ 収録コンテンツ 

コンテンツ／ 製品名 BasicPAK MegaPAK EverythingPAK 

伴奏スタイル（MIDI/リアル） 約 850 種類 約 2,700 種類 約 4,950 種類 

リアルドラム 24 種類 80 種類 439 種類 

リアルトラック 220 種類 382 種類 2,289 種類 

MIDI スーパートラック 50 種類 74 種類 202 種類 

MIDI ソリスト 151 種類 330 種類 340 種類 

MIDI メロディスト 123 種類 210 種類 210 種類 

アーティストパフォーマンス 22 種類 63 種類 145 種類 

ループ素材 1,071 種類 

製品メディア USB メモリ USB メモリ 2.5 インチ HDD 

 

●Band-in-a-Box 公式サイト 

https://www.biab.mu/ 

 

■ 動作環境 

対応 OS：  Mac OS 10.5 以上、macOS High Sierra (10.13)対応 

CPU：  Intel プロセッサ以上 

メモリ：   512MB 以上 

HDD の空き領域： 【BasicPAK】12GB 以上 【MegaPAK】22GB 以上 

  【EverythingPAK】インストール方法によって以下の空き領域が必要 

   ・HDD から直接アプリケーションを起動する場合：15MB 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：20GB 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：120GB 以上 

モニタ：  1024 × 768 ピクセル以上（1360×768 ピクセル以上を推奨） 

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

その他：  USB2.0 ポート（下位互換のある USB3.0 ポートでも可）が必要です。 

  必要に応じ、MIDI インターフェイス、外部 MIDI 音源等の MIDI システム 

 

 

 

＜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 

https://www.frontierfactory.co.jp/ 

 

Band-in-a-Box 公式サイト 

https://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 

 

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

