プレスリリース

2020 年 12 月吉日
各種伴奏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 28 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）28 for Mac》ダウンロ
ード版を 2020 年 12 月 25 日（金）より、パッケージ版を 2021 年 2 月 12 日（金）に発売いたしま
す。あわせて 12/25 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/
バージョンアップ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。
Mac 版バージョン 28 では、アプリケーション本体部分を
64 ビット化し、マルチリフ機能やリアルトラックのマル
チトラック機能など、より表情豊かな作曲環境を手にする
ことが出来ます。
さらに［最適なリアルトラックの選択］［適切なキーを推
薦］といった、より快適に作曲に集中できるような環境を
提供。バリエーション豊かな制作スタイルを提案します。

■ 製品ラインナップ
パッケージ版
製品名

商品コード

JAN

価格(税抜)

Band-in-a-Box 28 for Mac BasicPAK

PGBBSBM111

4937246052776

13,500 円

Band-in-a-Box 28 for Mac MegaPAK

PGBBSMM111

4937246052783

27,000 円

Band-in-a-Box 28 for Mac EverythingPAK

PGBBSEM111

4937246052790

55,000 円

商品コード

JAN

価格(税抜)

Band-in-a-Box 28 for Mac BasicPAK DL 版

PGBBSBM141

--

10,000 円

Band-in-a-Box 28 for Mac MegaPAK DL 版

PGBBSMM141

--

20,000 円

Band-in-a-Box 28 for Mac EverythingPAK DL 版

PGBBSEM141

--

45,000 円

発売日
2021 年
2 月 12 日

ダウンロード版
製品名

発売日
2020 年
12 月 25 日

バージョンアップ/サポートポリシーについて
本製品のバージョンアップ対象はバージョン 24～26 までになります。テクニカルサポートの対象は、バ
ージョン 25～26 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、Band-in-a-Box 公式サイト（https://www.biab.mu/）をご参照ください。
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■ Band-in-a-Box 28 for Mac 主な新機能
・機能ブラウザを搭載
ツールバーの【?】ボタンまたは[/][Enter]キーを押すと､機能ブラ
ウザが開きます。これは Band-in-a-Box の様々な機能をリストす
る便利なダイアログで､各機能の概要を読んだり､アクセスの仕方
を調べたり､選択機能の該当ダイアログを開いたり､動画を開いた
りすることができます。

・代理リアルトラックの検索機能
ミュージシャンはよく､バンドメンバーの代理を探さなければいけない状況に置かれることがあります。
Band-in-a-Boxでは､現在選択しているリアルトラックの代理になりそうなリアルトラックを､ジャンルや
リズムのノリ､テンポ､拍子が似ているリアルトラックの候補から探すことができます。代理リアルトラッ
クを採用することで､アレンジを新鮮にし､バリエーション豊かなサウンドを楽しむことができます。

・マルチリフ機能
RealBandではお馴染みの［マルチリフ］機能がBand-in-a-Boxに加わり
ました。同一リアルトラックを使って7つのパートに異なる伴奏を生成す
ることができます。生成はソング全体､特定範囲のどちらに対しても行う
ことができます。
この機能を使うには､パートボタンを右クリックし､メニューのリアルト
ラックを選択＞マルチリフを生成

を選択します。

・オーディオテンポを均等化
一定のテンポで録音されていないオーディオを他のパートとタイミン
グが合うように一定のテンポに整えることができます。
1.

オーディオファイルを開く or 現行ソングにインポート

2.

オーディオ編集ウィンドウを開き､マーカーモードをオーディオコードウ
ィザードに切り替える

3.

オーディオを再生して小節線の場所を見極め【小節線を入力】ボタンか[L]キーでオーディオ全体に小節線を入力

4.

小節線を入力し終えたら【テンポを均等にする】ボタンを押し､オーディオ全体に適用するテンポを入力

・適切なキーを推薦
新規ソングではキーは常にCに設定されますが、例えばFのコ
ードを入力した後、キーを設定しないでソングを保存しよう
とすると、キーをFに変更することを促すメッセージが表示
され、メッセージをクリックすると適切なキーに変更すること
ができます。
ツールバーのキーボタンを押してキーを変更することもできます。
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■ 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、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：
自動編曲にて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」

■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 28 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、高速な USB3.0 接続に対応した 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、容量にして 100GB を超える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。

3/4

プレスリリース

■ 収録コンテンツ
コンテンツ数 / 製品名

BasicPAK

MegaPAK

EverythingPAK

約 900 種類

約 2,800 種類

約 7,500 種類

42 種類

104 種類

605 種類

307 種類

521 種類

2,924 種類

54 種類

80 種類

263 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

22 種類

63 種類

194 種類

伴奏スタイル（MIDI/リアル）
リアルドラム
リアルトラック
MIDI スーパートラック

アーティストパフォーマンス
ループ素材

1,075 種類

製品メディア

USB メモリ

USB メモリ

1,278 種類
2.5 インチ HDD

■ 動作環境
対応 OS

MacOS X 10.6 以上、macOS Catarina (10.15) 対応

CPU

1.0GHz 以上（2.0GHz 以上推奨)※Intel 社製 CPU 対応

メモリ
ストレージ空き領域

512MB 以上（2GB 以上推奨）
【BasicPAK】18GB 以上

【MegaPAK】30GB 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ストレージにインストールする場合：30GB 以上
・アプリケーションとリアル素材全てをインストールする場合：135GB 以上
モニタ

1024×768 ピクセル以上（1680×1050 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

USB3.0 ポート（上位互換のある USB2.0 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

フロンティアファクトリー株式会社

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

お問合せ先：sales@frontierfactory.co.jp

Band-in-a-Box 公式サイト
https://www.biab.mu/
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