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DAW ソフト『ABILITY Pro』、『ABILITY』
発売のご案内
株式会社インターネット（代表取締役：村上昇）は、2014 年 6 月 19 日（木）に音楽作成ソフト「Singer Song Writer 10 Professional」、「Singer Song
Writer 10 Standard」の後継として、AUDIO 機能、MIDI 機能の機能アップとともに名前も新たに、『ABILITY（アビリティ）Pro』、『ABILITY』を発売させ
ていただきます。以下に商品紹介をさせていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。

ABILITY の開発経緯

当社株式会社インターネットは、皆様のご支援・ご協力のもと、お陰様を持ちまして昨年創業 25 周年を迎えました。
当社の歴史は、音楽作成ソフト「Singer Song Writer」の歴史そのものでもあり、「誰にでも手軽に音楽創造を実現できるソフト」をコンセプトに進化を
遂げて参りました。
今後もその DNA は、Singer Song Writer のエントリーモデル「Singer Song Writer Lite」や「Singer Song Writer Start」で継承して参ります。
一方、当社ユーザー様を含め多くのクリエーターの皆様から、音楽創造の才能を最大限に引き出せる DAW（Digital Audio Workstation）ソフトのニーズ
が高まっており、現在唯一ともいえる国産ソフトメーカーでもある当社に対しても多くの期待が寄せられています。
そこで、新たな 25 年の始まりにあたる 2014 年、そのニーズに応えていく製品として名前も新たに、さらに AUDIO 機能、MIDI 機能を進化させた DAW
ソフト「ABILITY」を発売させていただきます。もちろん、国内音楽制作シーンには欠かせない MIDI の打ち込みや楽譜作成、そして作曲・アレンジを支
援する独自機能もサポートしています。
「ABILITY」は、名前のごとく、すべてのクリエーターの " 才能 " を最大限に引き出せる " 能力 " を備え、楽曲制作からリリースまでを力強く支援します。
「ABILITY」を筆頭に、今後の当社の商品やサービス展開へのご期待と、変わらぬご支援のほどよろしくお願いいたします。

商品詳細

http://ssw.co.jp/products/ability/
パッケージデータ、画面キャプチャ画像：以下よりダウンロードしていただけます。
http://www.ssw.co.jp/press/

商品ラインナップ

ABILITY Pro ラインナップ
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発売予定日：2014 年 6 月 19 日（木）
ABILITY Pro
56,000 円（税別）
ABILITY Pro アカデミック版
38,000 円（税別）
※アカデミック版はご購入時に学生／生徒／教職員証のご呈示をお願いします。
ABILITY Pro クロスアップグレード版【初回数量限定版】
33,000 円（税別）
※対象ソフトウェアをお持ちの方にご購入いただけます。（※下記参照）
ABILITY Pro クロスアップグレード版
38,000 円（税別）
※対象ソフトウェアをお持ちの方にご購入いただけます。（※下記参照）
※初回数量限定版なくなり次第の発売です。
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発売予定日：2014 年 6 月 19 日（木）
ABILITY
30,000 円（税別）
ABILITY アカデミック版
22,000 円（税別）
※アカデミックパックはご購入時に学生／生徒／教職員証のご呈示をお願いします。
： ABILITY クロスアップグレード版
： 22,000 円（税別）
※対象ソフトウェアをお持ちの方にご購入いただけます。（※下記参照）

商品概要

AUDIO と MIDI をシームレスに扱い、作曲、アレンジ、レコーディング、サウンドデザイン、ミキシング、さらにはマスタリングからリリースまで、パ

ソコン環境に構築するプロ仕様のレコーディングシステムと、すべてのクリエーターが才能を余すことなく楽曲制作が行える創作環境や支援機能を兼ね
備えた音楽制作ソフトウェアです。
64 ビットネイティブアプリーケーション。高品位なサウンドで最高のパフォーマンスを発揮します。

Singer Song Writer 10 からの機能アップ点
◆AUDIO & MIDI

ユーザーインターフェースの改良や内部処理のブラッシュアップ、オートメーション分解の向上など、さらに安定した AUDIO プロセッシング &MIDI
エンジンです。

◆AUDIO

◎64 ビット内部処理、最大 24bit ／ 192kHz までのオーディオフォーマットに対応。
◎AUDIO のレコーディングは AUDIO トラックにダイレクトに入力。ABILITY Pro では録音時、8 個までの Rec EFFECT を使用した掛け録りが可能。
◎各 AUDIO トラックに Input Trim、Rec モニタースイッチを装備。
◎AUDIO、VSTi、ReWire トラックに Input Trim を搭載。
ABILITY Pro の INSERTION EFFECT は Pre、Post に各 8 個の EFFECT を使用可能。
（ABILITY の INSERTION EFFECT は Pre に 8 個の EFFECT を使用可能。）
Pre はフェーダーとパンの影響を受けないエフェクトを設定、POST はフェーダーとパンを処理した後のエフェクトを設定できます。
◎フリーズ機能が VSTi トラックに対しても使用可能。
◎オーディオミキサーインスペクターウィンドウを搭載。トラックごとにミキサー設定を見やすく表示します。
◎ボーカルエディタにハーモナイズ機能を搭載。【Pro】
最大４声までのハーモナイズが可能。入力されたコードを解析しコードトーンやアプローチコードを用いたハーモナイズ、
指定のインターバルでのハー
モナイズが行えます。

◆MIDI

◎MIDI フレーズ REC プール
シーケンス演奏中もひらめいたフレーズを演奏すれば、MIDI フレーズ REC 機能で瞬時にリアルタイム入力され MIDI ファイルとして保存。搭載のメディ
アブラウザからドラッグ & ドロップで楽曲制作の素材として使用できます。
◎ピアノロールでの操作性の向上
鉛筆カーソルでエディタ上をマウスのドラッグで任意に長さを決め音符を入力可能。入力後すぐに音符の伸縮や移動もマウスのドラッグ & ドロップ
で行えます。また、従来ではできなかった全音符以上のロングノートの入力も可能になりました。

◆VST プラグインエフェクト／ VSTi｜VST3/2 対応

◎VST3 対応
・サイドチェイン対応
・ダイナミックバス：マルチアウトを持つ VST3 の場合、出力 BUS の ON/OFF が動的に行え、ミキサー Ch やトラックの整理が行えます。
・プラグインウインドウのリサイズ：リサイズに対応しているプラグインでは、ウインドウのリサイズが可能です。
・パラメーターのツリー管理：ソングエディタでのオートメーションパラメータをツリー表示します。
◎VST プラグインエフェクト Sonnox Restration の 3 種類「De-Buzzer」「De-Noiser」「De-Clicker」を搭載。【Pro】録音後のノイズ除去が可能です。
◎VST プラグインエフェクト「Vocoder」、「Vocoder SC」（VST3）、「Loudness Meter」を搭載。【Pro】
◎VSTi「LinPlug SPECTRAL」を収録。
【Pro】
◎ABILITY にも VSTi「Roland Hyper Sound Canvas」を収録。
◎ABILITY で扱える VSTi は 8 個から 16 個に増加。【Pro は 64 個】
◎ソングエディタに VSTi エディット画面起動ボタンを搭載。
◎VSTi エディットウインドウは、視認性・操作性を向上させるため、常に前面表示させることも可能。
（64 ビット ABILITY から使用される 32bit プラグインの VSTi エディットウインドウでは非対応）
◎VST プラグインエフェクト／ VSTi の選択メニューは階層表示で視認性や選択スピードもアップ。

◆コンポーズ、アレンジ、リミックス機能

◎メディアブラウザを搭載
楽曲制作で使用するコード進行、AUDIO ／ MIDI フレーズデータ、MIDI アレンジデータ、MIDI フレーズ REC データを一元管理。
マウスで試聴、選択、ソングエディタへのドラッグ & ドロップで素早く楽曲を組み立てられます。オリジナルフレーズなどを登録している任意のフォ

ルダをメニューに登録して管理も行えます。メインウインドウにドッキングして表示も可能です。
◎スケールウィンドウを搭載
制作中の楽曲や指定した調と演奏位置に入力されているコード名から使用可能なスケールを五線譜もしくはギターフレットで表示します。演奏中も
コードに合わせて表示が切り替わり、アドリブ演奏のヒントとしても利用できます。

◆その他

USB メモリを使ったアクティベーションをサポート。複数台のパソコンにインストールをしてご使用いただけます。
（同時使用は不可。USB メモリは付属しておりません。）

◆解説ムービーを付属

インストール・アクティベーション、設定から基本機能の解説ムービーを付属しています。
特徴
◆オーディオレコーディング機能

64 ビット浮動小数点モードで、クリアなサウンドで扱える AUDIO エンジンを搭載。最大 24bit ／ 192kHz までのオーディオフォーマットにも対応＊し、
原音にまでも迫るクオリティでミュージシャンの息遣いまでも録音できます。8 個までの Rec EFFECT【Pro】を使用した掛け録りや最大 64 トラックま
でのバーチャルトラックを作成しながらレコーディングが可能（バーチャルトラックはループ毎に自動作成されます）。録音後も Active モードでベスト
なテイクを選んだり、Chain モードで各テイクからベストのフレーズパートを選んで妥協のないテイクを作成できます。
＊使用するオーディオインターフェースの仕様に準じます。

◆楽器［VSTi（インストゥメント）｜VST3/2 対応］ ※収録ソフトは下記比較表参照

アイデアやイメージを表現するための様々な VSTi を収録。一台で同時に複数の楽器のサウンドを演奏できるマルチティンバー音源やリアルで自然な響
きで鳴るドラム音源、POP やエレクロサウンドには欠かせないアナログやデジタルシンセサイザーなど多数の VSTi を収録。さらに VSTi 対応のソフト音
源を追加すればあらゆるサウンドを使用可能です。VSTi トラックに対してもフリーズ機能で CPU 負荷を軽減可能です。

◆こだわりを再現する MIDI シーケンス機能

外部キーボードなどの MIDI 機器を使いリアルタイム入力やステップ入力などに加え、ピアノロール／スコア／ステップエディタなど各種エディタでマ
ウスやパソコンのキーボードを使い MIDI の打ち込み。特に、ステップエディタでの入力はベロシティ、デビエーションなどの各種パラメータを操りス
ピーディで、正確にもルーズにも、とことんこだわった打ち込みが可能です。ピアノロールエディタでは、エンピツカーソルモードを追加、バーの伸縮
やロングノートの入力など操作性が向上しています。

◆思いのままに、MIDI の演奏を録音

シーケンス演奏中でもひらめいたフレーズを演奏すれば、MIDI フレーズ REC 機能で瞬時にリアルタイム入力され MIDI ファイルとして保存。搭載のメディ
アブラウザからドラッグ & ドロップで楽曲制作の素材として使用できます。

◆楽譜作成機能

各種エディタやリアルタイム入力などで入力した MIDI データを譜面作成エディタでフォントやサイズまで細かな設定や奇麗にレイアウトを整え印刷や
画像データとして保存可能。大譜表やギタータブ譜、ドラム譜など様々な譜表形式に対応し、音楽記号や速度記号、歌詞なども入力・表示が行え、パー
ト譜からオーケストラ用の精細な楽譜までも作成可能です。

◆オーディオも MIDI も安定した同期環境で扱えます

複数の VST プラグインエフェクトや VSTi を使用する際に起こるトラック間の異なるレイテンシーを自動補正し、安定した同期環境を確立。マルチコア
CPU 搭載の PC では AUDIO プロセッシングを並列処理。さらに威力を発揮します。

◆ミキシング

ミキサーコンソールに無制限の AUDIO トラックや VSTi、ReWire、エフェクト、GROUP トラックをアサインし、INPUT や OUTPUT、EQ や INSERTION
EFFECT（ABILITY Pro：Pre ／ Post× 各 8、ABILITY：Pre×8）、SEND などのエフェクト設定、PAN や VOLUME の調整などパワフルでフレキシブルなミ
キシングワークが可能、オートメーションも行えます。MIDI は最大 256 トラックの使用とアサインが可能。Pro は 4 つのミキサーを装備し自由なアサ
インが可能です。

◆複雑なミキシングワークもオーディオミキサーインスペクターでスマートに管理

複雑になりがちなオーディオトラックのミキシングも、別ウィンドウのオーディオミキサーインスペクターでトラック単位にミキサーワークを俯瞰しな
がら、エフェクトや PAN、VOLUME などの設定が行えます。

◆ボーカルエディタでボーカルも思いのままに｜ハーモナイズも可能

楽曲の要となるボーカルのピッチやタイミングのズレを、クオリティを損なうことなく補正します。メロディラインのピッチとタイムを検出し、一音一
音をブロック表示。本来非常に困難な音程、発音の長さ、タイミングの補正やビブラートの設定をマウスのドラッグ & ドロップで手軽に行えます。厳
密なピッチやタイムはピッチタイムエディットウィンドウで、ピッチの矯正や FIX、タイムクオンタイズが行えます。さらに、マウスで自由にピッチラ
インを描いて細かな編集も可能です。補正したデータは MIDI データ (Note と Pitch Bend データ）に出力が可能です。ABILITY Pro では、AUTO ハーモ
ナイズ機能で最大 4 声までのハーモナイズが可能。入力されたコードを解析し、コードトーンやアプローチコードを用いたハーモナイズ、指定のインター
バルでのハーモナイズが行えます。

◆オーディオエフェクト｜VST3/2 対応

ABILITY Pro の INSERTION EFFECT は Pre、Post に各 8 個の EFFECT を使用可能。（ABILITY は Pre に 8 個の EFFECT を使用可能。
）Pre はフェーダーとパン

の影響を受けないエフェクトを設定、POST はフェーダーとパンを処理した後のエフェクトを設定できます。さらに ABILITY Pro では Rec EFFECT を装備。
録音時 8 個までの Rec EFFECT を使用した掛け録りが可能。世界のプロフェッショナルなレコーディング現場で高い評価を誇るイギリス Sonnox 社製の
EQ、LIMITER、REVERB や 3 種類の Restoraion エフェクト（De-Buzzer、De-Clicker、De-Noiser）とドイツ NATIVE INSTRUMENTS 社製 KOMPLETE
ELEMENTS、VOCODER や Loudness Meter を含む当社開発の 32 種類（ABILITY は 29 種類）の VST プラグインエフェクトを収録。
※Sonnox 社製エフェクト、NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE ELEMENTS、VOCODER、Loudness Meter は Pro のみに収録。

◆インテリジェンスなコンポーズ・アレンジ・リミックス支援機能

独自のアレンジアルゴリズム「C.A.E3」を搭載したインテリジェンスなコンポーズ・アレンジ・リミックス支援機能で作曲を支援。コード進行の指定や
収録するコード進行データベース、AUDIO&MIDI の演奏フレーズや伴奏パターンの組み合わせにより、クリエーターのインスピレーションを具現化し、
スピーディに楽曲を組み立てられます。およそ 70 ジャンル・3,900 種類の AUDIO フレーズデータ（ACID ファイル）とおよそ 70 ジャンル・3,400 種類
の MIDI フレーズデータを収録。収録するパターン以外にもオリジナルの演奏フレーズやパターンをデータベースへ蓄積できる拡張性を備え、バリエー
ション溢れるアレンジやリミックスが行えます。スケールウィンドウでは、ソングの調と演奏位置に入力されているコード名から使用可能なスケールを
五線譜もしくはギターフレットで表示。メロディラインやアドリブの作成にも威力を発揮します。

◆メディアブラウザで使用する楽曲制作用の素材を一元管理

楽曲制作で使用するコード進行、MIDI アレンジデータ、AUDIO ／ MIDI フレーズデータ、MIDI フレーズ REC データを一元管理。マウスで試聴、選択、
ソングエディタへのドラッグ & ドロップで素早く楽曲を組み立てられます。メインフレームの四方にドッキングでき、表示非表示もスムーズに行える
ため、ウィンドウ内の作業領域はいつでも有効に活用できます。オリジナルフレーズなどを登録している任意のフォルダをメニューに登録して管理も行
えます。

◆クリエイティブパワーを最大限に発揮する拡張性

○アプリケーション間で、AUDIO 信号や MIDI 信号をリアルタイムに送受信し、同期が可能な Rewire に対応。
○Mackie ほか各種コントロールサーフェスに対応。コントロール サーフェスからの MIDI メッセージで、ミキサー、プレイパネルなど の操作やオートメー
ションが可能です。
○ASIO 非対応 AUDIO インターフェースで ASIO レベルの低レイテンシーを実現する AUDIO ドライバを収録
ASIO 非対応の AUDIO インターフェースでも、外部 MIDI キーボードやシーケンス演奏時の遅延を抑えることができます。

◆ボーカロイドとの連携

ボーカル作成ソフト「VOCALOID3 Editor」を ReWire 対応のアプリケーションとして扱える VST プラグインを収録。
ABILITY に同期して VOCALOID を使用可能です。※ABILITY 専用。VOCALOID3 Editor は付属していません。

◆さまざまなフォーマット、メディアで作品をリリース

完成した楽曲は、ミックスダウン & マスタリングをして AUDIO ファイルへ出力や音楽 CD 作成、楽譜印刷、SSW ネットステージで配
信などさまざまな形でリリースできます。
◆動作環境
●対応 OS

：

Windows 8 ／ 8.1（64bit ／ 32bit）、Windows 7（64bit ／ 32bit）
、Windows Vista（64bit ／ 32bit）
※すべて日本語版 OS のみ対応 ※32bit、64bit ネイティブ対応
●CPU
： Intel ／ AMD デュアルコアプロセッサー以上
●メモリ
： 2GB 以上
●ディスプレイ解像度 ： 1280×800 ドット以上、フルカラー
●インストールに必要なハードディスク空き容量：ABILITY Pro：16GB 以上、ABILITY：3GB 以上
●ハードウェア
： 16 ビットステレオオーディオインターフェース（機能）
Windows ドライバもしくは ASIO（1.0 ／ 2.0）対応で、使用するサウンドフォーマットに対応したオーディオインターフェース。
推奨：ASIO 対応オーディオインターフェース
●対応 MIDI 音源
： VSTi ／ GM ／ GM2 ／ GS ／ XG
●製品インストール
： DVD-ROM ドライブ
●音楽 CD 作成
： CD-R ／ RW ドライブ、Windows Media Player 11 以降 （推奨：12 以降）が必要
●アクティベーション：
・PC 本体でアクティベーションの場合：インターネット接続環境が必要。FAX ／郵便も可。
・USB メモリでアクティベーションの場合：USB メモリ、インターネット接続環境が必須。
※複数台のパソコンにインストールをしてご使用いただけます。ただし同時使用は不可。 ※本製品に USB メモリは付属しておりません。
※KOMPLETE ELEMENTS に関する注意事項
Windows Vista（64bit ／ 32bit）に非対応。アクティベーション／ユーザー登録にはインターネット接続環境が必須。
※記載の動作環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 ※互換プロセッサそのものの互換性に関しては保証いたしかね
ます。 ※録音と再生トラック数、同時起動できるソフトウェア音源の数と同時発音数、プラグインエフェクトの数などのパフォーマンスは、パソコン
の性能により異なります。 ※音声の遅れ（レイテンシー）を最小限でご使用いただくためには、ASIO 対応オーディオインターフェースが必要です。
※本製品の MPEG Layer 3 オーディオ圧縮／伸縮技術は、THOMSON Multimedia より特許ライセンスを受けています。 ※記載の社名および製品名は、
各社の商標ならびに登録商標です。 ※製品改良のため、一部仕様は予告なしに変更される場合もあります。

クロスアップグレード版対象ソフトウェア

以下のソフトウェアをお持ちの方にご購入いただけます。
◎SONAR シリーズ (LE 除く )、Music Creator シリーズ｜Cakewalk
◎Studio One シリーズ（Free を除く）｜Presonus
◎Pro Tools｜AVID
◎FL Studio｜IMAGE LINE SOFTWARE
◎Music Maker シリーズ｜MAGIX
◎Reason、Record｜Propellerhead
※いずれもバージョンは問いません。

◎Cubase シリーズ (LE、AI 除く )、Sequel｜Steinburg
◎ACID シリーズ｜SONY
◎Live シリーズ｜Ableton
◎XG WORKS、SOL｜YAMAHA
◎各社 VOCALOID2、VOCALOID3 製品

機能比較
複数ソングの同時編集
ミキサー

トラック構成

ウィンドウ数
AUDIO トラックの Rec エフェクト
INSERTION EFFECT 数
GROUP トラック
FOLDER トラック

ボーカルエディタのハーモナイズ機能
同時使用可能な VST インストゥルメント
収録プラグインエフェクト
Sonnox EQ※
Sonnox LIMITER※
Sonnox REVERB※
Sonnox De-Buzzer※
Sonnox De-Clicker※
Sonnox De-Noiser※
KOMPLETE ELEMENTS
Vocoder※
Vocoder SC※
Loudness Meter※
収録 VST インストゥルメント
LinPlug SPECTRAL※
LinPlug CrX4※
LinPlug RMV※
LinPlug Saxlab2※
LinPlug Alpha3※
Roland Hyper Sound Canvas
Roland VSC※
KOMPLETE ELEMENTS
※ABILITY Pro ／ ABILITY 専用です。

ABILITY Pro
○
4
○
Pre ／ Post× 各 8 個
○
○
○
64 個
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ABILITY
×
1
×
Pre×8 個
×
×
×
16 個
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
×

無償バージョンアップキャンペーン

2014 年 4 月 10 日以降に下記の製品をご購入されたお客様は、無償で最新バージョンにアップグレードしていただけます。
●ABILITY Pro への無償バージョンアップ対象商品
◎Singer Song Writer 10 Professional 通常版
◎Singer Song Writer 10 Professional アカデミック版
◎Singer Song Writer 10 Professional クロスアップグレード版
◎Singer Song Writer 10 Professional First Studio Pack
◎Singer Song Writer 10 Professional バージョンアップ・優待販売版
●ABILITY への無償バージョンアップ対象商品
◎Singer Song Writer 10 Standard 通常版
◎Singer Song Writer 10 Standard クロスアップグレード版
◎Singer Song Writer 10 Standard バージョンアップ・優待販売版

◎Singer Song Writer 10 Standard アカデミック版
◎Singer Song Writer 10 Standard First Studio Pack

●応募方法
ユーザー登録の際に、❶必要事項を記入したユーザー登録カード ❷購入日が分かるもの（レシート、領収書）を封筒に入れ、当社ユーザーサポート
部無償バージョンアップ係までお送りください。発売日の 2014 年 6 月 19 日以降にお届けします。
※バージョンアップ・優待販売でご購入された方は上記の応募をいただく必要はございません。
○申込期限：2014 年 7 月 31 日申し込み分まで
○送り先 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-1-5
株式会社インタ−ネット 無償バージョンアップ係

