
− はじめにお読みください −

ようこそ
この度はタックシステム社製品　Eventide プラグイン・ソフトウェア をお買い上
げいただき、まことにありがとうございます。本書では、本製品をご利用頂く為
のソフトウェア使用許諾条件、ユーザー・サポート情報、インストール方
法、iLok Activation 方法などの導入方法をご説明します。Eventide アプリケー
ション（プラグイン）の詳しい機能や最新の情報は、Eventide社ホームページをご
参照ください。 https://www.eventideaudio.com/plug−ins/
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ソフトウェア使用許諾条件

使用許諾の条件
タックシステム株式会社は、Eventide社プラグイン・ソフトウェア（以下本ソフトウエアという）を、本ソ
フトウエア管理者および本ソフトウエア管理者から本ソフトウエアの利用を認められた利用者（以下本ソフ
トウエア利用者）に対し、以下に記載された内容の全てに同意することを条件に本ソフトウエアの使用を許
可します。タックシステム株式会社のソフトウエア販売元、販売店またはこれらの社員は以下に記載の内容に
関しいかなる修正拡大または追加をなすことを授権されていません。

本ソフトウエア管理者の責任
本ソフトウエア管理者は、本ソフトウエア管理者の責任に於いて、本ソフトウエア利用者の利用を認証・管
理しなければなりません。すなわち本ソフトウエアは本ソフトウエア管理者の善良な管理の元でのみ利用さ
れなければなりません。

著作権の表示
本ソフトウエアのプログラム等、およびこれに附属する操作マニュアルはタックシステム株式会社により全て
の著作権が保有され、日本国著作権法により保護されています。

複製・頒布の禁止
タックシステム株式会社は日本国著作権法に基づきタックシステム株式会社の書面による同意なしでは、一部
または全部を問わずプログラム等や操作マニュアルの複製およびその頒布を無償有償を問わず禁止していま
す。複製とはプログラムCD−ROM等を、他の媒体へのコピーすること。または操作マニュアルを他の言語や
書式に翻訳、書換えすることを含みます。これを黙殺、または無視したために生じたタックシステム株式会社
の損害に関する全ての賠償責任は、これを黙殺または無視した本ソフトウエア管理者にあります。

ただし、本ソフトウエアパッケージあるいは操作マニュアルに記載されている＜指定された媒体にプログラム
等をインストールすること＞あるいは＜PDFファイルなどの形式で提供している操作マニュアルをそのままの
状態で紙に印刷すること＞はソフトウエアの正常な使用に含まれ、ここにいう複製にはあたりません。

保証と責任の範囲
タックシステム株式会社は本ソフトウエアに関し明示または黙示の品質、性能、商品価値またはいかなる特定
の使用目的に対する適合性について、いかなる保証もいたしません。また、タックシステム株式会社は本ソフ
トウエア付属のハードウエアプロテクトキーまたは操作マニュアルの欠陥の結果発生する直接、間接、特別ま
たは必然的な損害について仮に当該損害が発生する可能性があると告知されていた場合でも何らの責任を負
いません。同時にタックシステム株式会社は、プログラム等またはデータの回復に要する費用また再製に要す
る費用を含めて一切の責任を負いません。すなわち本ソフトウエアは現在あるがままの状態で販売されるも
のです。本ソフトウエア管理者は本ソフトウエアの品質および性能に関する全責任を負担するものとします。

個人情報の取り扱いについて
タックシステム株式会社は、お客様の個人情報を、次の目的のために利用させていただきます。

・新製品のご紹介
・ソフトウェアのアップデートのご案内
・特別キャンペーンやイベントなどのご案内

お預かりした個人情報の取り扱いについては細心の注意を払います。また第三者に提供することはいたしませ
ん。

以上

Printed by TAC SYSTEM,Inc.20110121

20211228改定 
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オーソライズ< Authorize > の種類
オーソライズの種類

Eventide 製品はPace社の「iLok」システムを利用しオーソライズを行います。
オーソライズ作業開始前に必ず iLok.comにてiLokアカウントの作成、またiLok License
Manager（無料）をダウンロードしてご使用ください。

Eventide製品はiLok「License Manager」（アプリケー
ション）を利用し、ライセンスの管理を行います。 License
Managerでは、「iLok USB （別売り）」を利用したオーソ
ライズ、もしくはご使用マシンをライセンスドマシンとして
登録する「マシン・オーソライズ」の二種類に対応していま
す。

「iLok・オーソライズ」

iLok USBドングル・キー（別売り）を利用する事で、他のプラグインライセ
ンスなどを一元管理する事が可能です。マシンの切り替えもiLokキーを差し
替える事で容易に対応する事が出来ます。iLokキーは、iLokに対応するホ
スト・アプリケーションでのみ有効です。
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「マシン・オーソライズ」

Eventide 製品はiLok「License Manager」マシン・オーソライズに対応し
ています。 iLok USBドングル・キーを利用せず、 ご使用中のマシンを「ラ
イセンス登録マシン」とする事が出来ます。ライセンスの移動は「License
Manager」を利用し行います。

インストールの方法
本製品の最新版インストーラをメーカーHPよりダウンロードします。
https://www.eventideaudio.com/downloads/
該当の製品を選び、表示された中からお使いの環境にあったインストーラをクリックしダウンロー
ドを開始します。

Mac OS X

ダウンロードしたMacintosh用ディスクイメージ（圧縮）ファイルをダブルクリックする
と、インストーラがマウントされます。 インストーラ画面が起動します。

Windows

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、プログラムを起動します。
セットアップ・プログラムの手順に従いインストールを完了します。

ユーザー登録
Eventide社製品のユーザー登録は、お手数ですがEventide社と、弊社タックシステムの２
カ所にお願い致します。

・Eventide社登録「オーソライズ方法」は、次項「オーソライズ方法」をご参照く
ださい。

・タックシステムの製品登録(任意)は、タックシステムHP＞サポート＞オンライ

ン・ユーザー登録を開きます。https://www.tacsystem.com/support/regist/
ユーザー登録フォームに、メーカー名 / 製品型番 / 製造番号、購入年月日、購入販売店

名称、お客様のお名前他、必要な情報を入力し、「入力内容を確認し送信する」ボ
タンをクリックしてください。
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オーソライズ方法
Eventide社にアカウントを作成する

Eventide社（下記のアドレス）へアクセスし、アカウントの作成を行います。
既にアカウントをお持ちの方はログインのうえ、手順４へとお進みください。

1. 「CREATE ACCOUNT」（ボタン）をクリックしてください。
https://www.eventideaudio.com/login/

2. 以下内容を参照し、入力を行ってください。

3. 「Register」をクリック後、アカウントの作成が無事完了すると、
登録したアカウントのマイページへと遷移します。

๏ iLokアカウントが必要です。作成されていない場合は、先にhttps://
www.ilok.comへアクセスし、作成してください。
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作成したアカウントでEvntide社へログインし、製品登録を行う

4. アカウントのマイページ 右下『Register a New Plug-In』エリアに、新たに登
録する製品の情報を入力します。

ご購入時の納品メールに記載されているシリアルナンバーとライセンスキー、
また登録先の iLokアカウント( iLokユーザーID )を入力し『Register』ボタン
をクリックしてください。

こ の プ ロ セ ス が 正 常 に 終 了 す る と 、 i L o k . c o m の お 客 様 ア カ ウ ン ト 内
『Download Licenses』ページに、ご購入頂いた製品のライセンスがデポジッ
トされます。以上で、製品登録の作業は終了です。
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iLok License Managerを起動し、ライセンスをデポジットする

1. iLok License Manager（アプリケーション）を起動します。
2. 画面左の「Sign In」をクリックすると、「Sign In」ダイアログが表示されます。

UserID、Passwordを入力し、「Sign In」ボタンをクリックします。

正常にログインできた場合、左上の「Sign In」−>「User アイコン」に切り替わりま
す。
Userアイコンをクリックすると、アカウント全体の情報が表示されます。（画像を
クリックすると拡大画面を表示します。）

UserID、PasswordをOSに記憶させたい場合、→にチェックを入れます。

๏  初めて認証した場合、アカウントビューが準備されるまで若干時間が掛かります。画面の左側のメーター（USER ア
イコン下）が動いている間、お待ちください。 
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All Licenses (全てのライセンス)、Available (未ダウンロード)、All Activations (ダ
ウンロード済み)、Unavailable (期限切れのデモ等)を選択して、ライセンスを確認す
ることができます。

Publisher Nameや、Product Name等の表示項目は、ヘッダー部分を右クリックす
ることで、表示させたい情報を選択することができます。

3. アカウントの「Available」タブをクリックしてください。
4. 先ほど登録したEventide製品を選択し、ご使用中のiLok（iLok USB)、(マシン・

オーソライズ）いずれかへダウンロードします。

ご注意：オーサライズできるライセンス・アカウントは、１パッケージにつき
１種類です。

๏
5. 確認画面が表示されますので、OKをクリックします。
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6. 画面の左側のメーターが動いている間は絶対にiLokを抜き差ししないでくださ
い。

7. ライセンスのダウンロードが完了すると、確認画面（Successful Activation＝
アクチベーション作業は正常に終了しました）が表示されますので、OKをク
リックします。

「Do not show again」をチェックすると、次回作業から、この確認画面
は表示されなくなります。

8. 正常にライセンスをロケーション先に移動終了した場合、「Successful
Activation」（作業は正常に終了しました）ダイアログが現れます。「OK」ボ
タンをクリックします。

このダイアログは「Do not show again」チェックボタンにチェックする
事で、次回設定時以降、表示させない設定が可能です。

9. ロケーション先に、ライセンスがデポジットされている事を確認します。
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製品お問い合わせ先 /ユーザ登録
TACSYSTEM日本国内サポート登録:
https://www.tacsystem.com/support/regist/

※ TACSYSTEM日本国内サポート登録は任意です。ご登録を確認できない場合、お問
い合 わせ時に、シリアル番号/ユーザ番号など、正規ユーザ様と確認できる情報の
御提示をお 願いする事があります。

お問い合わせ: タックシステムHP ( https://tacsystem.com ) > お問い合わせ > 修理対応・
技術サポート > ソフトウェアに関するお問い合わせ

※ソフトウェアサポートはメールにて賜ります。尚、サポート時間は弊社営業時間に
限らせ て頂きます。(平日、メール確認後、順番に対応させて頂いております。
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