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アイデアの宝庫！自動作曲・伴奏作成ソフトの決定版 

『Band-in-a-Box 18 Mac』発売のお知らせ 
 
株式会社イーフロンティア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安藤 健一）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自動作曲ソフトウェアの 新版『Band-in-a-Box 18 Mac』を2011年1月21日

（金）に発売します。税込標準価格は、13,440円です。 
また、より多くのデモソングや音楽スタイルを収録した『Band-in-a-Box 18 Mac MegaPAK』（税込標準価格：

26,040円）および『Band-in-a-Box 18 Mac EverythingPAK』 (税込標準価格：49,800円）、通常版と

MegaPAKには作曲に役立つコードブック付き商品も同時発売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◇『Band-in-a-Box』ロングセラーの秘密 
あらゆるジャンルの要素が詰まった音楽ネタ帳＝「スタイル」を指定するだけで、入力したコード進行に合わせて

あっという間に演奏を開始。このソフトの大きな特長である3ステップの作曲方法は単純明快でBand-in-a-Boxが開

発された当初から変わりません。 
同じスタイルを選択していても、演奏ボタンをクリックする度にアレンジが変化する多彩さ。メロディ・ソロ・コード進行

に加え曲名まで丸ごと1曲自動生成することもできれば、一部のみをBand-in-a-Boxに任せることもできる柔軟さ。

これらは他のソフトには真似できない、唯一無二の機能であると言えます。 
あなたの音楽にまったく未知のアイデアを、新しい音楽に出会う新鮮さ、驚き、喜びを与えてくれるのがBand-in-a-

Boxなのです。音楽制作や楽器演奏に威力を発揮する 終兵器。音楽好きは一度使ったら手放せなくなる！ 



■バージョン18の主な新機能 
オーディオ素材「リアルトラック」「リアルドラム」の数が驚異的に追加されました。 

他、機能面では、Band-in-a-Boxでの曲作りをより快適に行うための改良や、他のソフトとの連携をスムーズに行う

ための新機能などが追加されました。 

●リアルなサウンドによる楽曲を作成する素材「リアルトラック」と「リアルドラム」の追加 

通常版は18種類、MegaPAKは70種類、EverythingPAKに至っては約400種類も追加されました。 

▼バージョン18に付属のリアルトラック・リアルドラム 

 通常版 MegaPAK EverythingPAK 

リアルトラック 21種類 74種類 634種類 

リアルドラム 5種類 58種類 246種類 

 

●プラグイン機能～各トラックの演奏をドラッグ＆ドロップで他のシーケンサーやデスクトップにコピーできます。 

●トラックをフリーズ～気に入ったパートは演奏を変更せず、一部のパートのみ繰り返し伴奏作成できます。 

●お気に入りダイアログ内の「 近使用」タブ～膨大なスタイルの中から 近使用したものをすぐ呼び出せます。 

●リアルトラック生成の高速化～オーディオを使った伴奏の作成が高速化し、ストレスなく作曲できます。 

●ウィンドウのサイズを変更～ウィンドウサイズ変更時に、スクロールするのではなく拡大・縮小表示します。 

●伴奏トラックを編集・保存～変更を加えた伴奏トラックの情報を保ったまま保存することができます。 

 
■『Band-in-a-Box 18 Windows』の特長 

●イメージがすぐにカタチになるから、曲作りが楽しくてしょうがない！ 
コード進行の入力、音楽スタイルの指定、演奏ボタンをクリックの簡単3ステップで、ドラム・ベース・ギター・ス

トリングス・ピアノ・メロディ・ソロの7パートまでの伴奏を自動的に作成します。コード進行が同じでも、音楽スタ

イルやパターン、拍子、テンポを変更することで、作曲のバリエーションは無限です。楽器練習やデモテープの

ための伴奏作成に大変便利です。 
また作曲やアレンジのアイデアの宝庫として、世界中のユーザーから支持されています。 
 

●コード進行に合わせて“演奏”するオーディオ素材『リアルトラック』 
「リアルトラック」と「リアルドラム」は、スタジオミュージシャンが演奏した単音またはフレーズを録音して作成し

たオーディオ素材です。音色がリアルなのはもちろんのこと、

微妙なニュアンスを含めた音楽表現が大変豊かです。MIDI
トラックと併用も可能で、オーディオでありながら単なるルー

プ素材ではなく、コード進行も自由自在。Band-in-a-Boxだけ

の素晴らしい機能です。 
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音楽スタイル 
各パートを構成する「リアルトラック」「リアルドラム」 は 
自由に差し替え可能。 

音楽スタイルの中には、MIDIだけで構成されているもの、MIDIとオーディオを併用してい

るもの、すべてオーディオ素材の「リアルスタイル」等があります。 



 
●メロディも自動生成 「メロディスト」「ソリスト」 
「メロディスト」は、全く白紙の状態からコード、メロディ、イントロ、ソロ、曲名まで１曲丸ごと作ります。「ソリスト」は、

曲中のソロパートを自動生成する機能です。プロ並みのソロ演奏をあらゆるコード進行上で生成します。 

 

●楽譜表示・印刷 
各パートの楽譜を表示して曲を確認、印刷ができます。 

 

 

●メロディからコード進行を自動生成 
Band-in-a-Boxでは、楽譜表示の「ノーテーションウィンドウ」に音符を入力したり、MIDIファイルを読みこんでメロ

ディを作成することができます。そのメロディと選択した音楽ジャンルを基にして、コード進行を生成する機能を搭載

しています。コード進行の生成は、自動生成のほか、2小節分ごとにコード進行の候補から選択しながら生成するこ

とも可能です。 
 

●オーディオファイルからコード進行を“耳コピ” 
MP3、WAV、WMAなどのオーディオファイルから、コード進

行やテンポ、キーを自動検出する「オーディオコードウィザー

ド」を搭載しています。 
検出した後のコード進行はBand-in-a-Boxに自動で書き込

まれるので、好みの音楽スタイルで再生し、その楽譜を表示

したり、パートを追加したり、そのコード進行をベースに作曲

したり、様々に活用できます。 

 
 
■使い方はアイデア次第。 様々なケースで活躍します！ 
●とにかく作曲したい方へ～好きな時に好きなだけ、練習のお相手をします。 

●カラオケを作りたい方へ～豊富な音楽スタイルからお気に入りのカラオケを作成してください。 

●楽器練習、ジャムセッションに強くなりたい方へ～どんなスタイルの音楽でも自由なテンポで即演奏可能です。 

●ビデオやWebページにBGMが欲しい方へ～Band-in-a-Boxで作った曲の著作権はあなたのものです。 

●デモテープを作りたい方へ～とりあえずのバッキングはBand-in-a-Boxで。必要なパートのみ抽出も可能。 

●耳コピしたい方へ～WAV・MP3・WMAからコード進行と構成音を表示します。耳コピ時間の短縮に役立ちます。 

● 音楽の勉強をしている方へ～コードや和声、作・編曲等の学習に 適です。幅広いジャンルに対応。 

 
 
 
 
 
 
 

■製品比較 



通常版の他、変化に富んだリアルな伴奏スタイルやソリスト、メロディスト等を大幅に強化したアップグレード版がご

ざいます。 強のBand-in-a-Boxをぜひお試しください。 

 通常版 MegaPAK EverythingPAK 

伴奏スタイル 約440種類 約2,340種類 約4,000種類 

デモソング 約640曲 約3,500曲 約8,400曲 

オーディオデモ 約2,000本 約4,800本 約29,800本 

リアルトラック 21種類 74種類 634種類 

リアルドラム 5種類 58種類 246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 16セット 

製品メディア DVD-ROM  2枚 DVD-ROM 4枚 2.5インチHDD (USB接続) 

 
 

■コードブックバンドル版について 
『Band-in-a-Box 18 コードブック付き』は、「すぐ歌えるコード進行ネタ帳～！」（定価

1,470円）をバンドルしています。Band-in-a-Boxでの作曲には欠かせない「コード進

行」を、「希望が湧くコード進行」や「疾走感のあるコード進行」、「せつなさ漂うコード進

行」など、イメージしやすいタイトルでパターンを紹介しています。イントロ・Aメロ・Bメ

ロ・サビ・エンディングそれぞれのパターンをピックアップするだけで、バリエーションに

富んだ曲をたくさん作ることができます。 

 
 

■製品一覧 
名称：Band-in-a-Box 18 Mac 通常版 名称：Band-in-a-Box 18 Mac 通常版 コードブック付き 

商品型番 ：PGBBIPM111 商品型番 ：PGBBIPM121 

JAN コード：4937246042432 JAN コード：4937246042456 

標準価格：13,440（税込） 標準価格：14,490 円（税込） 

メディア：DVD-ROM ２枚 メディア：DVD-ROM ２枚 

名称：Band-in-a-Box 18 Mac MegaPAK 名称：Band-in-a-Box 18 Mac MegaPAK コードブック付き 

商品型番 ：PGBBIMM111 商品型番 ：PGBBIMM121 

JAN コード：4937246042449 JAN コード：4937246042463 

標準価格：26,040 円（税込） 標準価格：27,090 円（税込） 

メディア：DVD-ROM ４枚 メディア：DVD-ROM ４枚 

名称：Band-in-a-Box 18 Mac EverythingPAK  

商品型番 ：PGBBIEM111 

JAN コード：4937246042470 

標準価格：49,800 円（税込） 

メディア：2.5 インチ HDD (USB 接続)   



■動作環境 
 Band-in-a-Box 18 Mac 通常版 Band-in-a-Box 18 Mac MegaPAK 

対応OS Mac OS X 10.4以降 Mac OS X 10.4以降 

CPU Intel CPU（PowerPCでは動作しません） Intel CPU（PowerPCでは動作しません） 

メモリ 512MB以上 512MB以上 

ハード 
ディスク 

150MB以上の空き容量 

※リアルトラム/リアルトラック使用時は6GB以上の空き

容量が必要。 

700MB以上の空き容量 

※リアルドラム/リアルトラック使用時は15GB以

上の空き容量が必要。 

その他 DVDドライブ（インストール時に必須） 

※必要に応じ、USB MIDIインターフェイス、MIDI音源などのMIDIシステム、サウンドカードなど 

 Band-in-a-Box 18 Mac EverythingPAK (HDD版) 

対応OS Mac OS X 10.4以降 

CPU Intel CPU（PowerPCでは動作しません） 

メモリ 512MB以上 

HDD仕様 250GB 2.5インチハードディスクドライブ （要USB 2.0ポート） 

その他 USB2.0ポート（HDD接続時に必須） 

※必要に応じ、USB MIDIインターフェイス、MIDI音源などのMIDIシステム、サウンドカードなど 

備考 製品付属のHDDからアプリケーションを起動します。コンピュータ内蔵のHDDにインストールする場合は、

120GB以上の空き容量が必要です。 

 
 

製品紹介URL 
http://music.e-frontier.co.jp/product/biabmac/ 
 

＜掲載用連絡先＞ 
株式会社イーフロンティア 
http://www.e-frontier.co.jp/ 
 

＜プレスからのお問い合わせ＞ 
株式会社イーフロンティア 
〒162-0806 東京都新宿区榎町43-1 神楽坂ビル 
広報担当： 橋本・中村 
広報用メール： pr@e-frontier.co.jp 
 
記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。 


