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5 AUDIO EDITOR ＞ 登場！
NEW!

プロフェッショナルが選ぶ
オーディオリペアーツール !

iZotope（アイソトープ）社より RX 5 Audio Editor 登場！ RX 5 Audio Editor 特有のツールと進化した新機能により、オーディオとビデオ編集ソフトウェ
アを強化することができます。これにより、破裂音、マイクのバンプ音、そして不安定なレベルなど、問題を抱えたオーディオを修復し、向上させ、レス
トアし、劇的な音質と清澄さの改善が実現します。強化されたワークフロー、スマートなデフォルト設定、瞬時のオーディオ修復、そして更に緊密になっ
た Avid ProTools との統合性が、編集作業を飛躍的に効率化させます！

導入事例

■株式会社 HALF H・P スタジオ 様
●幡ヶ谷 Stage-G スタジオ

おかげさまで AVID S6 システム導入
弊社で 20 式を超えました！

幡ヶ谷スタジオ様は今年でちょうど 10 年になります。
それを機に大がかりなリニューアルをされました。
内装は、クライアントから好評の Gst のようにシックで落ち着いた仕上げにし、
アフレコ収録と 5.1ch サラウンドシステムに対応しています。
機材は、AVID ProTools と S6 を中心にシンプルな構成になっています。

■株式会社 オムニバス・ジャパン 様
● TFC スタジオセンター１F

Recording Studio-1

● TFC スタジオセンター３F

MA-2

5.1ch の吹替え・アニメーション作品のアフレコ＆ダビング作業を目的として AVID「S6」を
新規導入されました。
「S6」用 ProTools と、効果用 ProTools と、ダバー用 ProTools の計 3 台の ProTools を、
VMC-102 によってスイッチ一つでモニター切り替え出来る様な構成となっており、アフレコ時に
は「S6」「アナログフェーダーユニット」どちらのフェーダーでも収録可能となっております。
基本的な入出力は ANDIAMO2.XT-SRC と ANDIAMO2 より HD-MADI 経由で行う構成です。

アナログコンソールを更新するに当たりコントロールサーフェイスの
検討を行い、今回 AVID S6 コンソール (32fader) を導入されました。
今までオムニバス・ジャパン様は、System5 も 4 式導入されており、
S6 はその環境に近い事もあり受け入れやすい状況にありました。
今まで、メインの DAW は Pyramix を使用されていたので、操作の違
いが大きいと思われたようですが、DAW としての基本概念は大きく変
わらなかったとのことで、各自で短時間のスキルアップを行こなわれ、
現場作業に対応できたとの事です。
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グロービジョン九段スタジオレビュー - 第2回

ATMOSシネマ対応スタジオ 301を支えているのは…
DirectOut Technologies “M.1K2” なのだ！の巻

by Masuko

TACインフォメーション前号ではADDER Inﬁnity

KVMマトリクスシステムをご紹介をさせて頂きまし

では無く、実はDirectOut Technologies社のM.1K2

こちらがM.1K2のリモート画面。小さい画
像ですが、1024chのマトリクスを一気に
表示することができ、各MADI ポートのラ
ベルの色付けや、各チャンネルの名前など
を自由に設定することもでき、設定後はパッ
チの変更は簡単です。 全体像も左下隅の全
体像画面でどのポートがアクティブなのか
を確認することが可能。

た、今回はオーディオルーター DirectOut

だったのです。

九段スタジオ様のスタジオは規格以上の設計が随所

本製品は1台で最大MADI16ポートの入出力を一元

本システムと製品を選定されたグロービジョン音声技

ジャーの方も、我々の計画していたルーティングの説

同スタジオで最大のシステムを有するメインスタジ

グチャンネル換算で1024chで、九段スタジオでは

くつかのリクエストを頂いていました。 それは、通

多くの驚きがあります！！

を使いました。

雑さから、AD/DAコンバータを何度も行き来をする

アジアパシフィックエリア最大規模のAvid社S6コン

えるというよりは、常設設備として一度設定してし

という事、そして、AD/DAコンバータは1回通れば

として国内2部目であったこと、8K対応の186イン

がですが、スタジオに導入してみると、これがまさ

最重要課題でした。なので、ProToolsシステムの音

1ch単位でアサインすることが可能です(上部画像参

バが設備されているなど。。。全てが規格以上の仕

ングがし易いので、エンジニアの安部様も調整中に

号のままで、17.1.10チャンネルのサラウンド出力を

ビューワInﬁnityシステムを活用することで、 長いコ

メディアで特集が組まれるほど、導入した機材のス

され、4台設備されているProTools HDXシステム

グの最後にDAコンバータでアナログ信号に変換させ

これらの華やかな機材群の音声系統を一手にまとめ

サインし、再生やProTools同士をチャンネル毎にルー

ドルを工事に関わった全てのメンバーの全経験を生か

Technologies社のM.1K2をご紹介いたします。

にあり、中でもダビングルーム”301スタジオ”は、

管理できます。MADI16ポートという仕様はアナロ

術の安部様からは、このスタジオの設計段階からい

明をした際に『それは間違えてる!』と信じてもらえ

オで、DolbyATMOSシネマの認証を取得するなど数

このうちMADI13ポート分(アナログ換算で832ch!)

常世界中のATMOS対応スタジオはそのシステムの複

数あるハリウッドのATMOSダビングステージでも実

本来の製品コンセプトはルーティングを都度切り替

システムになるのですが、ここを最低限に抑えたい

ソールの導入、Dolby ATMOSシネマ対応スタジオ

まえば、あとはシステム変更時に修正する程度なの

終わりになるATMOSシステムを考えたいというのが、

チスクリーン、4Kシネマプロジェクターとシネマサー

かのラージフォーマットコンソール以上にルーティ

声信号はモニターコントローラー直前までデジタル信

様が施されているダビングルームになっており、各

このM.1K2のルーティングオペレーションをマスター

するためのプロセッサーを含め、様々なルーティン

ペックが壮大なスケールなのです!

(HD MADI インターフェイスは8台です)を自由にア

ることが理想です。 そうした設計段階での高いハー

ティングされていました。

し、大げさな表現ですが唯一無二の設計に進んでいっ

上げていたのは、ProTools内部ミキシングエンジン

たのです。

グロービジョン 九段スタジオ 301 ダビングステージ オーディオルーティング簡易図
ANDIAMO 2.XT - AES/MADI & AD

Digital Analog

Dolby RMU ATMOS プロセッサー
DME/LAKE Room Acoustic (EQ)

ProTools 4式 - HD MADI (512ch)
M.1K2 MADI Router - (832ch)

ProToolsもMADI、Dolby CP850/RMUもMADI、

接続されたProTools用MacのWebブラウザからコン
トロールでき、素晴らしいGUIにて誰でも入出力が
照)。また前号でご紹介したADDER社マトリクス

ンソールエリアを左右に全く動くこと無く、全てのシ
ステムにアプローチでき、全ての音声回線を個々の

ProToolsソフトウェア内のIO設定では無く、M.1K2
内の物理的なパッチによってアサイン可能なのです!
（余談ですが…その結果、後ろで我々が眺めていて

も全く何を行っているのか正直わかりませんでした

最後に. . .安部様がこの部屋内でボソッと言ったこと

MADIオプションでMADI、各種アウトボードやBlu-

し た機材の中でも一番心配だったのが、MADIを16

ANDIAMO.AESを利用してMADI化。これで全てを

てみればこれが大当たりの機材だった、一番信頼で

のEQなどは一切使わず、MY-LAKEカード5枚!)も
Rayプレイヤーなどは、勿論Directout社

が自分には印象深かったです。『このシステムで納入
系統もまとめているM.1K2だったけど、いざ導入し

きる!』と。 大げさかもしれませんが、現時点で世界

トップクラスシステムの中で屋台骨となっている本製

品は、これからのコンソールレスシステムと他チャン

これほど膨大な832ch分のMADI回線を一手にまと

ネルオーディオ伝送や多チャンネルオブジェクトベー

め上げたのがM.1K2なのです。
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話をM.1K2に戻しますが、本製品の設定はEthernet

だったら音場調整用のDME64N(DMEエンジン 内部

です。

スサラウンド時代を支えるアイテムであることは間違

そして、モニターコントローラーはフルアナログとい
ATMOS モニターコントローラ アンプ/スピーカー

現できていないことが日本に存在しているのです!!

(笑)）

MADI回線によるフルデジタルラインを構築できたの

ANDIAMO.DA - サラウンド音声出力

ませんでした。

いないでしょう。

う、おそらく世界初のATMOSアナログコントローラ

グロービジョン九段スタジオのシステムは、正真正銘、

と方法を聞いていたAvid本社のS6プロダクトマネー

ムなのです。

なので、当時S6をATMOSシステムの中に入れる事例
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世界中どこを探してもオンリーワンのスタジオシステ

■ RX5 Audio Editor の新機能
by Masahiro In
エムズラーニングセンター

＜ Instant Process ＞
Instant Process..... 周波数帯域を 1 クリックするだけで、②で選択したプラグイン
の edit を瞬時に行ってくれます。例えば、Spectrum Repaire の Attenuate を使う
場合、プラグインを立ち上げて周波数帯域を選択後、compare もしくは process を
クリックしていました。Instant Process を使用すれば、周波数帯域を選択した瞬間
にその処理を行ってくれます。
カメラのシャッター音など、同じようなノイズが続いている場合、この Instant
Process はとても有効です。もちろん、シフトを押しながら周波数を複数選択した
場合でも同様に処理してくれます。

毎年、この時期に（Interbee 前）なると RX がバージョンアップされます。今年は、10 月 8 日にリリースされたので、
これをお読みになる頃は使用されているユーザー様も多いと思います。まだ、RX4 のユーザー様は是非ともアップグレー
ドのご検討、よろしくお願いいたします。
＜通常製品＞
・RX5 Audio Editor
OPEN（市場予想価格 40,000 円税別）
・RX5 Advanced Audio Editor OPEN（市場予想価格 140,000 円税別）
＜アップグレード＞
・RX1234STD to RX5STD Upgrade
18,000 円税別
・RX12345STD to RX5ADV Upgrade
98,000 円税別
・RX1234ADV to RX5ADV Upgrade
48,000 円税別
・RX1234STD to RX Post Production Suite Upgrade 130,000 円税別
・RX1234ADV to RX Post Production Suite Upgrade 80,000 円税別
・RX5STD
to RX Post Production Suite Upgrade 130,000 円税別

＜ Module Chain ＞
Module Chain..... こんな経験はございませんか？
De-Click して、De-Noise して、EQ Match で補正後、Leveler で最適化し、最後に Loudness で測定！
このような一連のプロセスで、何度もマウスをクリックしていたことが Module Chain を使用すると
1 クリックで全て完了です。あぁ ...... なんて速いのでしょう。似たような機能で Batch Processing
もあります。どちらを使うかはユーザー様次第ですが、選択する周波数帯域を目で確認せねばな
ら な い セ ッ シ ョ ン は Module Chain、 大 量 の フ ァ イ ル や 確 認 が 必 要 無 い も の に 対 し て は Batch
Processing がよろしいと思います。

POST PRODUCTION SUITE という新しいバンドルのラインナップが増えました。
これは、ポストプロダクション様向けのバンドルです。
RX5 ADV が付いて、このお値段なので、かなりお買い得感があります！

RX POST PRODUCTION SUITE

・RX5 Advanced Audio Editor
・RX Loudness Control
・RX Final Mix
・Insight

OPEN（市場予想価格 170,000 円税別）

※ RX Post Production Suite は、個別のライセンスではなく、
１ライセンス管理となります。

＜ De-Reverb ＞

De-Reverb.....RX5 より、標準装備となりました。

＜ Seamless Integration ＞

・RX5 Advanced Audio Editor

・RX Loudness Control

・RX Final Mix

・Insight

＜ Signal Generator ＞

■ RX5 ADV Audio Editor の新機能
＜ De-plosive ＞ 吹かれノイズ

ソフトウェア間での自由な移動 ........RX4 からの機能である RX Connect を使用し、DAW や NLE(Non Linear Editor）のタイムラインと RX4 の間をシー
ムレスに同期できるようになりました。RX4 での大きなバージョンアップの一つでしたが、RX5 はさらに進化しました。クリップ、Audio suite の各ハ
ンドルのサポートが追加され、ProTools や Media Composer のワークフローが、より効率的になりました。 今まで（RX4）は、ProTools の複数クリッ
プを選択し、RX Connect で RX4 に送り、処理を行い ProTools に戻りレンダーを行うと、複数クリップが１つのファイルになってしまいました。しかし、
RX5 ではそのまま複数クリップのままレンダー処理が可能になりました。さらにそのクリップの前後にはハンドルもされているため、トリムが効きます。
この機能を待望んでいらしたユーザーさんは多いのではないでしょうか。 私はこの Seamless Integration がみなさまのお仕事に欠かせない機能の一
つと思っております。

De-plosive.....「plosive ってどういう意味？」→直訳すると「破裂音」です。「パ、ツ、フッ、ダー
ン ...」など、Mic に吹かれたノイズを除去します。特に低域の「吹かれノイズ」には、バツグンの
効き具合です。アイコンは「くちびる」の形をしていますが「リップノイズ除去」ではありません。
リップノイズは従来どおり、De-Click でお願いします。

＜ Leveler ＞ Level 最適化
Leveler.....RX4 ADV に付いていた機能がさらに、進化しました。ProTools で細かく設定していたクリッ
プゲインが、一瞬で設定値に set されます。ただ単に音量だけを平均化するのでは無く、ブレスコント
ロール、ディエッサーまでをも調整します。
機械が強制的に edit するのでは無く、自然なまま仕上がります。

＜ Ambience Match Audio Suite ＞
Ambience Match Audio Suite Plugin.....Ambience Match を使うために、ProTools から、
RX Connect し、スタンドアローン上で Ambience Match で処理し、ProTools にファイル
を送ってレンダーしていた作業が、Audio Suite 上で完結してしまいます。どこまで進化す
るのでしょう .....RX5 ADV。

Signale Generator..... 基準値音を出すことはもちろん、編集も可能です。放送禁止用語も「ピーッ」で編集
できるようになりました。RX は録音もできますし、DAW 化が止まりませんね。これで、複数トラックとタ
イムコード対応となれば .........。

RX 5 Audio Editor Comparison
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NEW! Corrective EQ
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★スタンダードでも充分？→やっぱりアドヴァンス！★
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〒 150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-43-7-205
エムズラーニングセンター 因 正博
http://www.mslc.jp mail:info@mslc.jp
ProTools の企業様向けトレーニング、導入講習、AVID 認定試験、個人レッスン等行っております。
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導入事例
■株式会社 IMAGICA 様
● 10MA スタジオ

導入事例
■ライコー株式会社 様
番組制作、CM・VP 制作、イベント企画運営などを行っている映像制
作プロダクション鹿児島ライコー様の MA スタジオでは、
この度、共信コミュニケーションズ様と共に、ミキシングコンソール
の SSL Matrix2 を中心に、DAW の AVID ProTools HDX11、
Rupert Neve Design の Portico5024Quad マイクプリや、
マイクに NeumannU87Ai などを導入されました。
ナレーション録音、効果音・音楽制作、選曲、編集、ミックスダウン
などの業務を行っていらっしゃいます。

株式会社 IMAGICA 様では 品川プロダクションセンター MARS スタジオをリニューアルさ
れました。スタジオ名を 10MA とし、コンソールは AVID S6M40 シリーズにリニューアル
されました。コンソールの仕様は S6M40-24Fader-5knobs-ProducerDesk です。

スタジオリニューアルに合わせて、
弊社モニターコントローラー VMC-102 と
DirectOut Technologies 社 ANDIAMO.XT を 2 台
（2 台めは SRC 付 ) を新規導入させていただきました。
これで、ProTools のセッションサンプリングが 192kHz、
そしてサラウンドの環境においてもモニタリングし
MA 作業をすることが可能になっております。

■株式会社 東通 様

■株式会社 ヴェントゥオノ 様
● 6F

MIX1 スタジオ

この度 D-Control からリニューアルされ AVID S6-M40-32Fader システムを導入されました。
こちらのスタジオでは邦画史上初となるドルビーサラウンド 7.1ch で制作された
「図書館戦争 THE LAST MISSION」や「METAL GEAR SOLID V : The Phantom Pain」な
どを数多くのサラウンド作品のミックスが行われています。
今後発売される S6 専用サラウンドパンナーも導入予定で、より快適な制作環境が整えられて
います。
また、3 台の ProTools システムと VTR をモニターコントローラーの VMC-101 を経由するこ
とで、映画、テレビドラマ、ゲーム、CM、VP など多種多様なフォーマットに素早く対応し、
外部エンジニアなど様々なお客様にも分かりやすいシステムで構築されています。

● 5F

MIX2 スタジオ

5F に新設されたスタジオには、AVID S6-M40-16Fader を導入されました。
5.1ch サラウンド (Genelec 製 ) に対応しコンパクトにまとめられています。
特注コンソールテーブルに S6 を設置しホームスタジオのようなプライベートな空間で、
仕込み作業からナレ録り、ミックスまで一貫した作業が行えます。
どちらのスタジオもリスニングポイントで ProTools のオペレートとミックスが出来るよ
うにレイアウトされており、ストレスなく作業出来る環境になっています。

東通ビデオセンター事業部様では、MA-1 のコンソールを AVID S6M40 に
D-Contorol からリニューアルされました。
コンソールの仕様は S6M40-24Fader-5knobs-2ProducerDesk と
去年 MA-3 に導入させていただいた仕様と同じサイズです。
S6M40 のファームウェアも最新版を採用していただいております。
これで、以前から導入されていた MediaComposer でサテライトリンクを使った
ワークビデオ、そして、ISIS Interplay サーバーでの環境で作業効率がさらにアップ
することでしょう。

■株式会社 デジタル・ガーデン 様
● AS312 スタジオ

10 月 2 日に広尾 SK 本社ビル 2 階の増床に伴い、3 階に
新しい MA ルーム『AS312』を増設されました。
今ではスタンダードとなった CM ポストプロダクション
業界のメイン DAW である NUENDO をいち早く採用し
続けており、この度の新しい MA ルームでも NENDO と
ProTools のダブルメイン DAW システムを採用、コンソー
ル・レスシステムを完全に補う為、前回同様 DirectOut 社
ANDIAMO2.XT をオーディオマトリクスとして機能させ、
モニターコントローラーには VMC-102 を採用して頂きま
した。お部屋のデザインコンセプトもシステムのコンセプ
トもデジタル・ガーデン様らしい 1 室となっております。

■東映 株式会社 様
■ダンシングクラブ 様

デジタルワイヤレスマイクで店内のどの位置からでも放送ができ、店舗内で BGM から大きな音での
ダンスショーまで対応できるスピーカーを配置されました。
音響チューニングは、音響出力系のプロッセッサーを使用し行いました。

東映 デジタルセンター様では、新規 MA スタジオを完成されました！
テレビ番組から映画まで多様な運用を視野に入れ、コントロールサーフェスを用途に合わせてレイアウト変更が出来るコンソールテーブルを新設。
音声システムは、フレキシブルに対応すべく、3 式の ProTools を、マトリックスパッチングが可能な
DirectOut Technologies 社 ANDIAMO2.XT と接続。
弊社モニターコントローラー VMC-102 にてこれらを制御出来ます。
機器は、マシンルームにまとめジャック版も同室内にある為、音声の劣化も少なく、理想的な環境で声音作業が出来ます。
映像設備は、Blackmagic design 社の UltraStudio Express を採用。
SDI 出力と、HDMI 出力を併用し Main/SE/ クライアントへ延長分配を行っています。

タックシステムではスタジオだけではなく店舗への音響システムの販売も行って
おり、新宿にあるダンシングクラブ様も当社より音響機器システムの販売を行っ
ております。そして、ここ大阪にあるダンシングスラブ大阪は 110 席もある広々
とした店内でアメリカ南部のケイジャン料理をお楽しみになれます。
http://dancingcrab.jp/
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by Masahiro In

iZotope RX 簡単ワークフローチャート

by Kikuchi & Kawamura

RX

RX5 に続き、OZONE も version7 がリリース予定です。RX と OZONE は毎年必ず
大きな version up があり iZotope 社のパワーを感じます！ OZONE7 の価格は本
日（10 月 20 日）の段階ではまだわかりませんが、この Information が届く頃には、
弊社 WEB に掲載されておりますのでご確認ください。www.tacsystem.com

毎年新しいバージョンがリリースされ、今やポスプロスタジオには、なくてはならない存在とな
りつつある iZotope RX ですが、それぞれのモジュールをどういうときに使ったら効果的なのか、
なかなか判断しづらいことも多いと思います。もともとマニュアルに英文で記載されていた内容
なのですが、今回はわかりやすい様に日本語化してみました。
作業中に迷ってしまったとき、参考にしてみて頂いてはいかがでしょうか。

OZONE7 ADVANCED の新機能

★ Vintage シリーズ追加→ Vintage Compressor,Tape,EQ,Limiter と４つの新たなモジュールが追加されました。

クリッピングしていますか？
Amplitude Skew > 0

ノイズの乗っている
部分にのみ適用

ノイズの乗っている
部分にのみ適用

Ozone のプラグインはどれも素直でクセの無いデジタル処理が売りでした。Vintage をシュミレートしたプラグインは多くあります
が、アナログっぽいミックスにはかかせないプラグインとなることでしょう。

Codec Export

Greg Calbi Preset

MP3、WAV、
AIF、AAC へ
Export できるように
なりました。

Greg 氏の Preset!!
クラッシックから HipHop まで彼の Preset を元に
edit すると、あなたも Greg 氏に近づけます！

＜セミナーレポート＞
■メディアインテグレーション様主催
MIM Education 有料セミナー「ミキシングクオリティーを 100% 引き出すマスタリング」
〜本来のマスタリングに求められている物を知る〜
by Masahiro In

クリックやクラックノイズですか？

( それぞれのクリックが 10ms 以上の場合は
Spectrum Repair を使って下さい )

10 月 21 日 トップアーティストから絶大なる信頼を得るサイデラ・マスタリングのチーフエンジニアである森崎氏のセミナーに参加させていただきま
した。あの、オノ・セイゲンさんのスタジオにも一度足を運んでみたかったのです。スタジオは地下にあり天井高が 4.5 ｍ。AC ケーブル、キャノンケー
ブル、吸音材、床板、スピーカースタンド、そして機材はどれも、こだわりの一流品ばかり。PMC のスピーカーから聞く音は初めてでした。
セミナーは、Basic と Advance の２つあり、多くの方達が参加されていました。部屋の作りやケーブルのチョイス、取り込みから音作りまでを順を追っ
て説明されていくわけですが、最後にかける Plugin は「Ozone6 ADV」！ そもそも、森崎氏と Ozone6 の出会いは、サウンド＆レコーディングマガジ
ンの Greg Calbi 氏の取材記事からだったそうです。それからというもの、森崎氏のマスタリングには必須 Plugin となったとの事です。特に Maximizer
の「Character フェーダー」には絶賛でした。「Ozone6 はどちらかといえば、素直でクセの無い digital プラグインだけれども、この Character 値を設
定することにより Analog ぽい雰囲気、ちょっとだけ立ち上がりの遅いアタック感が簡単に調整できる。今まで、ケーブルを変えることで音の違いを出す
こともありましたが、今後はこの Character 値を変えるだけでシミュレーションできるんです！」と、お褒めいただきました。
森崎さん！

ステレオファイルに
ステレオのノイズが乗っていますか？
使えるシグナルはモノに近いですか？

ハムノイズですか？

時間があれば 2 度掛け

倍音は
5 〜 10 個以上
ですか？

広い周波数帯に
短いノイズ

使用可能な
音と重なって
いますか？

次にリリースされる Ozone7 ADV には Vintage plugin が４つも追加されます。

■ DirectOut Technologies 社

MADI.BRIDGE

価格 280,000 円税別

新製品
一定のノイズですか？

ポート (8x 64ch) の MADI スイッチャー / ルーターです。
6 x Coaxial (BNC)、2 x Optical(SC) MADI I/O 装備しています。

音源はモノで
ノイズは
ステレオ
ですか？

( ほとんど変動のないハムノイズや
広範囲に渡ったノイズ )

全てのポートは全てのポートにアサイン可能で、コントロールデータなどを含
んだ MADI 信号にも対応。フロントパネルのディスプレイでポート選択ができ
ます。高感度入力ステージで、Coaxial ケーブルで 100m まで配線可能です。

新製品

9 つのプリセットメモリー、リダンダント電源を搭載しています。

■ Eventide 社

Anthology X

変動しているノイズですか？

価格 148,000 円税別

Eventide 社より、ProTools AAX に対応したフル・バンドル「Anthology X」！いよいよ発売開始！
「Anthology X」は、40 年以上前からレコーディングスタジオで愛用されてきたハードウェアをモデリ
ングした 17 種類もの驚くべきプラグインをバンドルした製品です。
＜ Anthology X plug-ins 同梱リスト＞
Omnipressor
Quadravox
Instant Flanger
H3000 Band Delays
Instant Phaser
H3000 Factory
H910
EQ45
H910 Dual
EQ65
H949
EChannel
H949 Dual
UltraChannel
UltraReverb
Precision Time Align
Octavox

＜アップグレード価格＞ Anthology X（ ATX ）
UPG：Eventide の Plug-in を 1 個お持ちの方向け 128,000 円税別
● Eventide2-ATX UPG：Eventide の Plug-in を２個お持ちの方向け 114,000 円税別
● Eventide3-ATX UPG：Eventide の Plug-in を 3 個以上、Clockworks、Anthology I をお持ちの方向け 85,000 円税別
● AnthologyII-ATX UPG：Anthology II をお持ちの方向け 28,000 円税別

( モジュレーションや
変化の早いノイズ )

素材に音階は
ありますか？

● Eventide1-ATX

断続的なノイズですか？

( 咳や物を落とした音やサイレン等 )

・Anthology X へのアップグレード対象：
Eventide 社 Plug-in、バンドル製品（Anthology II、Anthology、Clockworks Legacy、Massive Pack ( 全てのバージョン )）
・アップグレードは全て受注発注です。ご依頼時は、iLok ID と登録メールアドレスをお願い致します。
・アップグレードのライセンス発行納期は約１週間となります。
（メール納品となります。
）
Eventide 社の承認を経てライセンスが発行されますので遅れる場合もございます。
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狭い周波数帯に
長いノイズ

AVID ProTools STD Plan ＜ ProTools Standard ＞（旧 ProToolsLE）

有効期限 2015/10 〜 2015/12 末
※本資料に記載の内容は、予告なく
変更される場合がございますので、
予めご了承下さい。
※ 2016 年 1 月 値上予定

2015 年 1 月から ProTools のライセンスが、永続ライセンスとサブスクリプションの２種類になりました。
そして 2015 年 10 月、製品ラインナップと価格に変更がありましたのでご案内いたします！

■永続ライセンス方式

＜主な変更点＞

使用期限のないライセンスです。ソフトウェアの所有権はお客様にあります。
つねに最新の ProTools を使用したい方は、年間アップグレードを更新する必要が
あります。更新しない場合でも、持っている ProTools は引き続き使用可能です。

■ ProTools 年間アップグレード / サポート・プランが
２の製品に別れ、選択できるようになりました。
a: 年間アップグレード

使用する期間に応じて使用ライセンスを支払う方式です。（年間 or 月間）
期間内のみ ProTools を使用可能です。

b: 年間サポート
メーカーサポートが必要な方向けのプラン
■ 1 年間無償で使用可能な特典プラグインプランが追加
されました。プラグインは下記★特典プラグインをご参照ください。

■サブスクリプション方式

■永続ライセンス方式

更新

新規

● 9900-65684-00
（9935-66068-00)
ProTools 永続ライセンス
70,200 円税別（2015 年内）
ライセンス：PT12
a: 年間アップグレード
★特典プラグイン

■ PT 11 ユーザー様

■ PT 9/10/11/MP* ユーザー様 ■ PT LE 7/8 ユーザー様

● 9900-65685-00
（9935-66069-00)
年間アップグレードプラン
11,600 円税別（2015 年内）
ライセンス：PT12+11+10
a: 年間アップグレード
（2015 年末 販売終了）

● 9900-65594-00
（9935-65898-00）
年間アップグレード /
サポートプラン
23,300 円税別（2015 年内）

★アクティベート
2016/2/15 迄

★オプション

● 9900-65687-00
（9935-66071-00)
年間サポート / プラグイン
プラン
11,600 円税別（2015 年内）
13,000 円税別（2016/1 予価）
b: 年間サポート
★特典プラグイン

つねに最新の ProTools を使用したい方向けのプラン

★オプション

● 9900-65687-00
（9935-66071-00)
年間サポート / プラグイン
プラン
11,600 円税別（2015 年内）
13,000 円税別（2016/1 予価）
b: 年間サポート
★特典プラグイン

ライセンス：PT12+11+10
a: 年間アップグレード
b: 年間サポート ★アクティベート
★特典プラグイン 2016/2/15 迄

★オプション

※つねに最新
ProTools を使用し
続けたい場合、
毎年更新すること
で可能です！

b: 年間サポート
★特典プラグイン

2016/2/15 迄

- - - - - or - - - - PT10 ユーザー様は下記もございます

● 9920-65113-00

ProTools10 アップグレード

21,300 円税別（在庫終了まで）
ライセンス：PT12+11+10
a: 年間アップグレード
b: 年間サポート ★アクティベート
★特典プラグイン 2016/2/15 迄

★特典プラグイン：
Space
BBD Delay
Black Op Distortion
Black Shiny Wah
Black Spring
C1 Chorus/Vibrato
DC Distortion
Flanger
Gray Compressor
Green JRC Overdrive
Orange Phaser
Roto Speaker
Studio Reverb
Tape Echo
Tri Knob Fuzz
Vibe Phaser
White Boost

■更新しない

持っている ProTools は引き続き使用可能です。
■再加入可能（プラン期限切れ後の再加入）
● XXXX（メーカーコード未決定）
年間アップグレード再加入プラン
37,000 円税別（2016/1 予価）
ライセンス：更新時期による
a: 年間アップグレード

※ 2015 年中に年間アップグ
レードをお求めにならなかった
ProTools 9/10/11 ユーザー様
も再加入プランをお求め頂く事
で、再度、Pro Tools をアップ
グレードすることが可能です。

年間 ProTools ライセンス + a: 年間アップグレード
b: 年間サポート
★特典プラグイン

■新規 ProTools ＋オーディオ I/F
年間サブスクリプション

ProTools Annual
Subscription
(Card & iLok)

Eleven Rack
with ProTools Sub
87,100 円税別（2015 年内）

● 9900-65633-00

37,300 円税別（2015 年内）

● 9935-66040-00

■交換アップグレード

● 9935-65936-00 ● 9935-65937-00
ProTools Duet
with ProTools Sub
99,600 円税別

（2015 年内）
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ProTools Quater
with ProTools Sub
199,000 円税別

（2015 年内）

有効期限 2015/10 〜 2015/12 末
※本資料に記載の内容は、
予告なく変更される場合がござい
ますので、予めご了承下さい。
※ 2016 年 1 月 値上予定
※ HD/HDX には年間サブスクリプ
ションプランはございません。

■ソフトのみアップグレード

旧 ProTools HD 7/8/9/10 システム
● ProTools HDX システム
（Core カード、Accel カード、192I/O 等）
● ProTools HD Native システム
※価格は弊社営業にお問い合わせください。 をお持ちの方は、
下記交換アップグレードをお勧めします！
● HDX システムへの交換アップグレード

● HD Native システムへの交換アップグレード
※価格は弊社営業にお問い合わせください。

※現在の交換アップグレードプログラムは
2015 年 12 月 23 日にて終了します。
お早目にお求め頂く事をお勧めします。
※下記が付属となりました！

※下記が付属となりました！

1 ● 9900-65596-00
年間アップグレード / プラグイン
＆サポート
70,100 円税別（2015 年内）

1 ● 9900-65596-00
年間アップグレード / プラグイン
＆サポート
70,100 円税別（2015 年内）

ライセンス：PTHD12+11+10
a: 年間アップグレード
★アクティベート
b: 年間サポート
★特典プラグイン 2016/2/15 迄

ライセンス：PTHD12+11+10
a: 年間アップグレード
★アクティベート
b: 年間サポート
★特典プラグイン 2016/2/15 迄

ライセンス：更新時期による
a: 年間アップグレード
★特典プラグイン
d: 年間システム全体サポート
e: ハードウエア無償修理

ProTools HD 年間アップグレード /
サポート / プラグイン・プランに
入っていない方は、
下記のどちらかの購入をお勧めします。

※ 2015 年末迄の購入をお勧めします。
■ Pro Tools HD サポートプラン

1 ● 9900-65596-00
年間アップグレード / プラグイン
＆サポート
70,100 円税別（2015 年内）

ライセンス：PTHD12+11+10
a: 年間アップグレード
★アクティベート
b: 年間サポート
★特典プラグイン 2016/2/15 迄

（2015/10 より値上げ未確認）

ライセンス：PTHD12+11+10
a: 年間アップグレード
★特典プラグイン
d: 年間システム全体サポート
e: ハードウエア無償修理

ライセンス：更新時期による
a: 年間アップグレード
b: 年間サポート
★特典プラグイン

2 ● XXXX-XXXXX-XX
Pro Tools HD システム・
エキスパート・プラス年間保守
+ ハード年間無償修理 継続更新
価格未定

・ProTools HDX 9/10/11
・ProTools HD Native 9/10/11
・ProTools 9/10/11 ＋
Complete Production Tool Kit
をお持ちの方で、

2 ● XXXX-XXXXX-XX
Pro Tools HD システム・
エキスパート・プラス年間保守
+ ハード年間無償修理
121,000 円税別

1 ● XXX-XXXXX-XX
年間アップグレード／プラグイン
＆サポート 継続更新
50,000 円税別（2016/1 予価）

※サブスクリプション期限切れ後も ProTools を使用し続けたい場合は、
年間 or 月間サブスクリプションを購入することで可能です。

■新規 ProTools
年間サブスクリプション

by Shimegi

更新

※継続して使用し続けたい場合は、
毎年更新することで可能です！

■サブスクリプション方式：使用する期間に応じて使用ライセンスを支払う方式です。（年間 or 月間）
※年間サブスクリプションには下記が付属します。

新規

ライセンス：PT12+11+10
a: 年間アップグレード
b: 年間サポート
★特典プラグイン ★アクティベート

（2015 年末 販売終了）

２年目

■ HD 年間アップグレード / サポート・プランに新しいクリエイティブ・プラグイン・バンドル（特典プラグイン）
が付属されました。プラグインの内容は下記★をご参照ください。
■ HD 年間アップグレード、プラグイン＆サポート再加入プラン（予価￥130,000）が設定されました。
この再加入価格は、未加入期間の長短によらず常に一定となります。
■現在の交換アップグレードプログラムは 2015 年 12 月 23 日にて終了することになりました。

21,300 円税別（在庫終了まで）

２年目
1 年終了前に引き続き最新バージョンを使用するために
プランを更新する必要があります

● 9900-65687-00
（9935-66071-00)
年間サポート / プラグイン
プラン
13,000 円税別（2016/1 予価）

＜主な変更点＞

Pro Tools LE クロスグレード

■更新する

ライセンス：更新時期による
a: 年間アップグレード

2015 年 10 月、HDX/HD Native クラスも変更がありましたのでご案内いたします！

● 9920-65034-00

MP*：M-Powered6-8、ProTools MP9
ProTools Express（Avid Only）

● XXXX（メーカーコード未決定）
年間アップグレード
継続更新
13,000 円税別（2016/1 予価）

AVID ProTools HDX/HD Native Plan

★アクティベート
2016/2/15 迄

２年目
1 年終了前に引き続き最新機能を入手するために
プランを更新する必要があります
■更新しない
持っている ProTools は引き続き使用可能です。
■再加入可能（プラン期限切れ後の再加入）
● XXX-XXXXX-XX
年間アップグレード、プラグイン
＆サポート再加入プラン
130,000 円税別（2016/1 予価）

■新規 ProTools
月間サブスクリプション
AVID Store のみ
２年目

a: 年間アップグレード
b: 年間サポート
★特典プラグイン
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★ ProToolsHD 特典プラグイン：
Space
Eleven
BBD Delay
Revibe
Black Op Distortion Reverb One
Black Shiny Wah
Pro Compressor
Black Spring
Pro Expander
C1 Chorus/Vibrato Pro Multiband
DC Distortion
Pro Sub-Harmonic
Flanger
Pro Limiter
Gray Compressor
Green JRC Overdrive
Orange Phaser
Roto Speaker
Studio Reverb
Tape Echo
Tri Knob Fuzz
Vibe Phaser
White Boost

〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々〜

「 AES42 規格とは 」

コラム No.22

Mick Sawaguchi プロフィール：沢口音楽工房 代表、サラウンド寺子屋主催、UNAMAS-LABEL

Surround Terakoya http://surroundterakoya.blogspot.com

図１に示したのが従来のマイクロフォンから DAW までの信号の流
れと、デジタル・マイクロフォンの信号の流れです。両者の大きな
相違は、従来のアナログ・マイクロフォンでは、マイクのアナログ
出力信号をアナログケーブルで伝送し、受け側に設置したマイクプ
リアンプで適正ゲインに調整した後で、A/D 変換して DAWA へ送
るという流れに対して、デジタル・マイクロフォンでは、マイクカ
プセルに直結した A/D コンバータ＋ DSP 回路の出力が
AES-42 というデジタル信号伝送規格に基づいた信号として伝送さ
れそれが、デジタル・マイクロフォン専用マイクプリを経由して
DAW へ記録される事です。

１: デジタル・マイクロフォンの歴史

（図 1）

デジタル・マイクロフォンは、1988 年 NeXT computer 用に登
場し、その後スタジオ用途として Beyer Dynamic 社が 1995 年
にプロトタイプを出し、1997 年に改良したモデルが、今日の原点
となっています。MCD800 シリーズは、商業ベースで成功した製
品です。

シングルのマイクロフォン用コネクションキットから 2CH イン
ターフェースそして 8CH インターフェース等があります。
図４には、2CH 仕様のマイクプリから録音 DAW までの接続例を
しましています。この例ではマスタークロックを DAW 側から供給
しています。

（図 3）

（図 4）

AES-42 規格は、1997~99 年に AES コンベンションにて規格を
提案し、2001 年に AES42-2001 規格として策定し 2010 年まで
改訂をしながらバージョンアップしています。
その内容は、

また単体のデジタル・マイクロフォンを使いたい場合には、
コネクション・キットが用意されています。

■モード１とモード２
これは、デジタル機器特有の同期に関する規定です。
モード１は、自身の固定サンプリング周波数で動作し、信号受信側
に可変サンプリング機能が必要となるモードです。ロケーションマ
イクなど単一での使用に適しています。
モード２は、自身に可変サンプリング周波数機能があり、外部ソー
スとも同期することができますのでマルチマイク運用が可能です。
DSP やリモートコントロールも出来ますのでマイク自身の各種設
定等をこれでコントロールできます。

●最初のデジタル・マイクロフォン
・Ariel Digital Microphone(1988 年 for NeXT Computer）
・16bit A/D コンバーター
・ダイナミックレンジ 92dB
●最初のデジタル・スタジオ マイクロフォン
・Beyer Dynamic
（End of 1995 年 MC 834 プロトタイプ）
・20bit A/D コンバーター
・7 ピン XLR コネクター
・5V パワーサプライ
・AES3 オーディオデータストリーム

この方式による違いは、どんな特徴があるのかといえば、
●カプセル直後で A/D 変換することで解像度の高い信号を得られ
る。
（これはこれまでデジタル・マイクロフォンを使用したエンジ
ニアが共通で感じている点で、非常に解像度が高い信号を得ること
ができます。この特徴を有効に活かすには、空気減衰の影響が大き
いホール録音などで、大きなメリットとなります）
●️ AES-42 コントロールによるセッティッグ情報のメモリー・リ
コール機能
●デジタル伝送の特徴である外来ノイズに強い安定した信号
●専用のマイクプリを用意しなければならない
●使えるマイク機種がまだアナログ・マイクロフォンほど多くない
●️まだ十分なノウハウ経験の蓄積がないので、使うことに躊躇する

同年 Milab 社もデジタル・
マイクロフォンを登場させました。
●デジタル スタジオ・
マイクロフォン
・Milab(1999 年 DM 1001）
・24bit 48kHz ADC
・3 ピン XLR コネクター
・AES/EBU 出力

図２は、ノイマン社が採用しているマイクカプセル以降の A/D 変
換回路例です。

（図２）

2000 年代になってノイマン社が D −０１を筆頭に KM シリーズや
TLM シリーズ、ハンドマイク、ガンマイクなどでデジタル マイク
を市場へ送り出しています。実際の商業ベースでレコーディングに
使われ始めたのは、ここ５年くらいといえ、まだまだスタート時点
といえます。

図のようにマイクカプセルの直後に変換回路があります。A/D 変
換で生じる遅延は、サンプリング周波数により 0.5msec~2msec
あり、得られるダイナミックレンジは、130db です。

「サウンドデザイン」
沢口 真生 ( 著 )
染谷 和孝 ( 著 )
戸田 信子 ( 著 )

AES-42 規格は、図３に示すように AES-3 デジタル音声信号とマ
イクロフォン用ファンタム電源供給そして各種リモートコントロー
ル信号で構成され伝送ケーブルは、AES デジタルケーブルが使わ
れます。

２：デジタル . マイクロフォン Vs
アナログ . マイクロフォン

みなさん、こんにちは。Mick. Sawaguchi です。
今回は、最近になって注目され始めたデジタル・マイクロフォンの
伝送規格「AES-42」について紹介します。
デジタル・マイクロフォンときいて、「ついにマイクもデジタルか？
信号は、アナログが一番！と考えるエンジニアの方々も多いと思い
ますが、DAW の登場から、純粋なアナログの信号を扱っているの
は、もはや入り口と最終出口だけになっています。この入り口にあ
たるマイクロフォンをマイクカプセルの振動板直後から A/D 変換
して伝送しようというのが今回紹介する AES-42 規格です。
さて、これまでの名機といわれるアナログ・マイクロフォンに比べ
て、どんな特徴があるのでしょうか。

４：デジタル・マイクロフォン用
インターフェース／マイクプリアンプ

３：AES-42 規格とは？

Amazon にて
発売中！

本書は、従来の放送・映画・音楽といっ
たジャンルにインターネットを応用
したメディアが急速に拡大しつつあ
る現状を捉え、録音や Mix といった
技術的な視点だけでなく作品全体を
見据えたサウンドの基本方針を把握
できる『サウンドデザイン力』を身
につけるための参考書。
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■東京藝術大学音楽環境創造科教授 亀川徹 様 ＜推薦文＞
「サウンドデザイン」とは、ここ数年様々な場面で使われるよう
になった言葉であるが、本書は、映画やドラマなどの映像作品の音
作りという意味でのサウンドデザインについて、その理論面、実践
面の双方からまとめられた力作である。全体の主な部分をまとめら
れた著者の Mick 沢口さんは、長年 NHK のドラマ制作のミキサー
として活躍され、退職後は、サラウンドを軸に様々な分野の第一線
の講師を招いた勉強会である「サラウンド寺子屋塾」を主宰する他、
東京藝術大学音楽環境創造科をはじめ、名古屋芸術大学などの様々
な大学、専門学校で講義をおこない、サウンドデザインを志す若者
の指導にあたっている。本書は、そういった Mick さんのこれまで
の実際の制作現場と、学生を指導するという教育現場双方での活躍
の集大成ともいえるであろう。随所にわたって Mick さんのサウン

■デジタルファントムパワーリング（DPP）
10V+/-0.5V 250ma の電源をマイク側へ供給し、AES3 伝送用の
２芯線を介していますので同軸の AES3id 伝送では供給できませ
ん。

また最近の筆者のレコーディング例では、以下のような構成で実
施した例もあります。この例ではデジタル・マイクロフォンから
AES-42-MADI-DAW とまさにデジタル信号の一気通貫となります
ので、ホールの音場が、意図したように再現できるという特徴を実
現することができました。

■ AES3 音声出力
AES3 伝送ケーブルが指定されていますが、短い距離であれば通常
のバランスアナログマイクケーブルも使えます。その許容距離は、
48KHz サンプリングで 100m,192KHz で 30m を目処にしてくだ
さい。AES3 伝送ケーブルですとそれぞれ 300m.90m と３倍に伸
びます。
■モード２におけるリモートコントロール機能
リモートコントロールできる機能は、
●マイクロフォンの指向性切り替え
●️ Pre-Att
●フィルター
●ゲイン
●️ Comp-Lim 設定
●ミュート
といった各チャンネルコントロールとメーカー／モデル／シリアル
番号／ステータス情報／ソフトウエアー info 等をコントロールま
たはメモリーする事が出来ます。

ドデザインの哲学がちりばめられている。
第 6 章と第 8 章を担当した染谷さんは、映画やゲームにおいて
活躍されている日本を代表するサウンドデザイナーのひとりであ
る。Foley アーティストの役割から実際の音作りのテクニックまで、
現場経験から得られた技を惜しげも無く紹介されている。また従来
のテープベースの制作からファイルベースの制作スタイルへとここ
数年大きく変わって来たポストプロダクションの最前線からの視点
は、まさに今役立つ知識として活用出来る。
本書のもうひとつの特徴は、作曲家である戸田さんがまとめられ
た第 5 章のフィルムスコアリングについての詳細な解説であろう。
ハリウッドの制作手法の流れを日本語でこれほど分かりやすく書か
れたものはこれまで無かった。ハリウッドと日本の映画音楽の制作
の違いについて明確に指摘されているだけでなく、物語における音

楽の役割について、実際の映画における具体的な例があげられてお
り、サウンドデザイナーのみならず映画やドラマの音楽に携わる作
曲家にもおおいに参考になるであろう。
本書の後半に収録された「参考資料」も非常に読み応えのある内容
がそろっている。中でもアカデミー賞のサウンドデザイン部門で入
賞した主な作品のサウンドデザインの詳細な解説は、是非実際の映
画を観ながら（聴きながら）読む事をお勧めする。その他にも日本
のサラウンドの歴史などの豊富な資料は、これからサウンドデザイ
ンを志す方だけでなく、現役のサウンドデザイナー、そして音に関
わるすべての皆さんにとっても、自らの仕事について振り返る機会
となることであろう。本書を通じて映像作品における音についてよ
り深く理解出来ると同時に、本書の読者によって多くの優れた作品
が生み出される事を願って止まない。
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す
で
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こちら

「 合体は男のロマンだ！の巻 」

今回は、男心をクスぐる？！そんな商品を紹介します。
幼少期にテレビにカジりついて見ていた「戦隊シリーズ」や
「ロボットアニメ」男子なら 1 度はハマったのでないでしょうか？
１体でも格好いいのですが、２号機 / ３号機と合体したり変形したり
敵に対して形を変えて対応するシーンは、ワクワクが止まらない
そこには男のロマンが詰まっています！

８本フェーダーでは足らない時は、「変形〜合体」みたいに用途
に合わせて組み替え可能な構造になっております。
モニターセクションは弊社の VMC-102 を使用しこちらも移動
可能です。
リスニングポイントはもちろん変わりませんが、
作業を分担して行える、用途に合わせて組み替えられる機構はま
さに「合体 + 変形ロボ」そのものじゃないですか？
ProTools を使った運用スタイルではやはり HUI コントローラー
よりフィジカルコントローラーが圧倒的に使い勝手が良いので
「ARTIST MIX」を選択されるユーザーが多いのですが単品だと
見栄えがさえないとの理由で敬遠されるケースもあります。
でも、これならアリでは？（写真 3）

そんな合体 / 変形機能がついたファニチャーを作っちゃいました。
こちらです！（写真１）
４ｍ近い巨大なテーブルは、最大４名でオペレートします。
各エリアにはキーボード / マウス意外に AVID 製
「ARTIST MIX」や「TRANSPORT」を設置していますが、
これがレイアウト変更可能なのです。（写真 2）

（写真１）

by Endoh

（写真 2）

（写真 3）
● Virtual Foley Artist - Footstep 35,000 円税別
足音効果音集
Native Instruments KONTAKT 5 に対応した、最
もクリーンでフレキシブルなフォーリー足音効果音
集です。靴は、ブーツ、ドレスブーツ、ハイヒール、
レザーシューズ、スニーカー等。足元はコンクリート、
金属、木材、砂、砂利、グラス、雪、水溜り。歩く、
ゆっくり、走る等、22,000 の異なったサンプルが
収録されています。

■ Boom Library 社 新効果音集
● Debris Bundle 35,000 円税別
デブリ（破片や瓦礫）効果音集
スタジオ～ドイツアルプスでフィールドレコー
ディングされた、岩、岩屑、砂利、木の落下、崩
壊、がたつき、ガラス、金属、プラスティック破
片音等、Boom 社ライブラリーの歴史の中で、もっ
ともヘビー級な素材集となっています。

● Cars - SUVs & VANS 41,000 円税別
SUV & VAN の車効果音集
Cars シリーズの第二弾！ SUV & VAN 車のエンジ
ン（始動、走行、停止）車内、車外、通過音、排気、
ギア、ロック、ドア、ABS ブレーキ、ペダル、ホイー
ルスピン、クラクション、トランク等の音源が収録
されています。

● Cinematic Darkness 35,000 円税別
不気味なダークネス系効果音集
Cinematic シリーズ第 4 弾！恐怖 / 不気味なシー
ンに使用可能なノイズ音、ビープ音、クラッシュ
や悲鳴、ウーッシュ音等が収録されています。
ヴィンテージアナログシンセ E-Mu Emulator II、
NED Synclavier やアナログテープレコー ダ ー
Ampex AG-440 等を使用して制作した究極の音
源となっています。
● Silencers - Bundle 35,000 円税別
サイレンサー銃関連効果音集

サイレンサー／サプレッサー付きのピストル、ラ
イフル、ショットガン、散弾銃など、31 種類の
銃が 18 チャンネルマルチトラックにて収録され
ています。銃弾の落下、セット、発射、衝撃、跳
ね返り、作動音等、また収録位置情報や収録マイ
クなどの情報も含まれています。

● Deciduous Forests ● Tropical Forests
● Wetlands
落葉広葉樹林音集
湿地帯音集
熱帯林音集
・Stereo 27,000 円税別 ・Stereo 27,000 円税別 ・Stereo 33,000 円税別
・Stereo&Surround
・Stereo&Surround
・Stereo&Surround
45,000 円税別
45,000 円税別
45,000 円税別

■ 2015 年国際放送機器展
国際放送機器展 (Inter BEE 2015）が幕張メッセにて開催されます。
今年もプロオーディオ部門と映像・放送関連機材部門に新製品を多数そろえ
出展致します。ぜひご来場ください。
開催日時： 11 月 18 日 ( 水 ) 10：00 ～ 17：30
19 日 ( 木 ) 10：00 ～ 17：30
20 日 ( 金 ) 10：00 ～ 17：00
開催場所：幕張メッセ
ブース：ホール 2 : ブース No.2107 / No.2205
入場：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/
発行・編集元

不許複製
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★
み
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◆ AVID ProTools システム関連商品
◆映像・サーバー関連商品
◆ TAC オリジナル モニターコントローラー「VMC-102」
◆ iZotope、URS、GRM、Softube 各種プラグイン
◆ Decimator Design ビデオフォーマットコンバーター
◆ CB Electronics シンクロナイザー
◆ DirectOut Technologies MADI 関連周辺機器
◆ NTP デジタル・オーディオ・マトリクス I/O ユニット
◆ Waves SoundGrid システム / ハードウェア
◆ AVIOM モニターシステム・ネットワークシステム
◆ Millennia マイクアンプ・コンプ・EQ
◆ Cymatic Audio マルチトラックレコーダー
◆ AEA リボンマクロフォン / Que Audio ショットガンマイクロフォン
◆ TAC オリジナル HDD、ケーブル等
他多数展示

