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DSD ほかハイレゾ音源対応／周波数と定位で特定の音をエフェクト可能な VST プラグイン「F-REX」搭載など  

高品位サウンド編集ソフト「Sound it! 8 Premium for Windows」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）では、2015 年 3 月 19 日（木）に高品位サウンド編集ソフト
『Sound it! 8 Premium for Windows』を発売させていただきます。 
『Sound it! 8 Premium for Windows』は「Sound it! 7 Premium for Windows」の後継商品です。 
「Sound it! 7 Basic for Windows」は継続販売いたします。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Sound it! 8 Premium for Windows 商品ラインアップ 
 
   ■商品名 ︓ Sound it! 8 Premium for Windows [パッケージ版] 
    ○価格 ︓ 16,800 円（税別） 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
   ■商品名 ︓ Sound it! 8 Premium for Windows [ダウンロード版] 
    ○価格 ︓ 12,000 円（税別） 

 
●発売予定日︓ 2015 年 3 月 19 日（木） 

 
 ●商品詳細︓ http://www.ssw.co.jp/products/sit/win/sit8prw/ 
        ※試用版もダウンロードしていただけます。 

●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/ 
 
 



◆ 商品概要 
プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能⼒で
応える高品位なサウンド編集ソフト。 
 
クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。 
特定の定位と周波数の⾳のカット、定位の変更、エフェクトなどが⾏えるユニークな VST プラグインエフェク
ト「F-REX」をはじめ、アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトやレコーディ
ングの制作現場でも定評のある英国 Sonnox 社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness 
Meter」などプロフェッショナルクオリティのプラグインエフェクトを多数収録。DSD などハイレゾリューシ
ョンサウンドにも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD 作成はもちろんのこと、バッチ
処理により複数ファイルへ複数操作・設定の⼀括処理や ACID ファイル制作などサウンドを自由に操ります。 
 
＜特⻑＞ 

○充実したエフェクト・編集・加工でオリジナルサウンド作成 
○高⾳質オーディオフォーマット DSD64／128 ファイル（DSDIFF／DSF／WSD）に対応 
○周波数と定位で特定の⾳をエフェクト可能な新搭載の「F-REX」を含む 39 種類の VST プラグインエフェ

クトを搭載 
○VST2／3 対応 
○Sonnox 社製レストレーションエフェクト 3 種類と EQ、Limiter、Reverb を搭載 
○クロスフェードで前後をつなげるカット&ペーストをサポートしノイズを軽減 
○MP3／AAC／Ogg Vorbis／WMA／FLAC ほか各種ファイルフォーマット対応 
○⼤量のオーディオファイルにエフェクト・ノーマライズ・フォーマット変更などを⼀括処理 
○オートレベル機能で複数曲の⾳量・⾳圧を⼀括調整 
○VOLUME、PAN の継続的な⾳量調整 
○ラウドネスメーターで聴感上の⾳量測定 
○マスタリング & ⾳楽 CD 作成（プリギャップ・クロスフェード設定なども可能） 
○テレビ、ラジオ、会議などの⻑時間録⾳やタイマー（予約）録⾳ 
○ムービーファイルの⾳声トラックの読み込み・編集 
○⾳楽 CD 情報データベース対応の CD リッピング 
○アートワークつき Podcast 用コンテンツ作成 
○ACID ファイル作成（アシッダイズ対応） 
○タッチパネル対応（Windows7 以降、タッチパネル対応ディスプレイ使用時） 
○64bit ネイティブ対応 

 
◆ 主な新機能 
◎高音質オーディオフォーマット DSD ファイル対応 

高⾳質オーディオフォーマット DSD64／DSD128［DSDIFF（*.dff）／DSF（*.dsf）／WSD（*.wsd）]の
読み込み・保存が可能です。DSD ファイルは読み込み時、24bit／192kHz の WAV データへデコードされま
す。保存時は選択したファイルフォーマット（DSDIFF／DSF／WSD）とサンプリング周波数（2.8M／5.6M）
でエンコードされます。 
 
●アルバムアートワークを含むタイトルなどのタグ情報をサポート 

DSF（*.dsf）では、アルバムアートワーク、タイトル、アーティスト、アルバム、コメント、⻄暦、 
トラック番号、ジャンル、作曲者名、著作権のタグ情報を設定できます。 
※DSDIFF（*.dff）、WSD（*.wsd）では設定できません。 

 
 



◎ユニークな VST プラグインエフェクト「F-REX」を搭載 
定位と周波数で表⽰されるハーモニックウインドウ内の特定領域を選択。領域のインサイドとアウトサイド
部分を独⽴して、PANPOT や VOLUME 調整、コンプレッサーやリバーブのエフェクト処理が⾏えます。特定
の楽器やボーカルのキャンセル、定位の変更（⾳源により効果は異なります）、ノイズのキャンセルなど、ユ
ニークなリミックスが⾏えます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSIDE / OUTSIDE それぞれのボリューム、パン、エフェクト（コンプレッサー、リバーブ）を調整 

 
◎バッチ処理にエフェクトを追加 
 複数のファイルに対して同⼀条件の処理（操作・調整）を⼀括で⾏えるバッチ処理にエフェクトを追加。ミキ

サーで設定したエフェクトをバッチ処理に反映可能になります。ゲイン、ノーマライズ、オートレベル、フォ
ーマット変更、フェードイン、フェードアウト、ファイル変換、ミキサーのエフェクトの設定が⼀括で処理で
きます。 

 
◎クロスフェードで前後をつなげるカット&ペーストをサポートしノイズを軽減 

選択範囲のカットやペーストにより接続箇所で発生するノイズを軽減するため、クロスフェード処理を⾏い
データをつなげます。 

 
◎CD 作成でプリギャップ（曲間）の設定が可能 

新搭載の SPTI(SCSI Pass-Through Interface)を使用した CD 作成モードで、曲毎に異なるプリギャップ設
定や曲間のクロスフェード設定が可能になります。 
オートレベル機能で曲ごとにバラつきのある⾳量や⾳圧の自動調整、グラフィックイコライザでサウンドの調 
整などを⾏いオリジナリティあふれる⾳楽 CD が作成できます。 
※ドライブによっては SPTI を使用した CD 作成モードが使用できない場合もあります。試用版でお試しく

ださい。  
※SA-CD の作成には対応していません。 

INSIDE の PAN の操作で定位を移動。 

OUTSIDE の PAN の操作で定位を移



◎VST3 に対応 
 
◎64bit ネイティブ対応 
 

◆ 動作環境 
○対応 OS ︓ Windows 8.1／8（64bit,32bit）、7（64bit,32bit）、Vista（64bit,32bit） 
 ※すべて日本語版 OS のみ対応 
  ※64bit ネイティブ対応 
○CPU      ︓ 各 OS に対応した Intel（推奨）SSE2 対応および互換プロセッサ 
○メモリ    ︓ Windows 8.1／8︓2GB 以上、Windows 7／Vista︓1GB 以上 
○インストールに必要なハードディスク空き容量︓200MB 以上 
○ディスプレイ解像度 ︓ 1024×768 ドット／True Color（32 ビット）以上 
○ハードウェア  ︓ Windows ドライバあるいは ASIO（1.0／2.0）に対応した PC 内蔵のオーディオ機   

   能または外部オーディオインターフェース 
○CD-R/RW ドライブ（⾳楽 CD 作成、CD リッピングに必要） 
○アクティベーション時にインターネット接続環境が必要（FAX／郵送も可） 
 
●本製品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。 
●Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 
●その他記載の社名及び製品名などは、各社の商標または登録商標です。  
●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。 

 
◆ 無償バージョンアップキャンペーン 

2015 年 2 月 1 日以降に、Sound it! 7 Premium をお求めいただいた方は、Sound it! 8 Premium へ無償で
アップグレードしていただけます。 
 
●Sound it! 8 Premium への無償バージョンアップ対象製品︓ 
 Sound it! 7 Premium（パッケージ版／ダウンロード版） 
●応募方法︓ 
 ユーザー登録の際に、（1）必要事項を記入したユーザー登録カード、（2）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
2015 年 3 月 19 日以降にお届けします。 

※バージョンアップ・優待販売・ダウンロード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。 

※パッケージ版の無償バージョンアップのお届けは、化粧箱なしの白箱出荷となります。 
※ダウンロード版の無償バージョンアップは、e-mail でのご案内となります。 
 
●応募先︓〒532-0011 
     ⼤阪市淀川区⻄中島 7 丁目 1-5 ⾠野新⼤阪ビル 8F 
     株式会社インターネット「Sound it! 8 Premium 無償バージョンアップ係」 
●締め切り︓2015 年 5 月 31 日申し込み分まで 
 
 
 
 
 



◆ 読者様ほか一般の方からのお問い合わせ先 
株式会社インターネット 
〒532-0011 ⼤阪市淀川区⻄中島 7-1-5 
TEL 06-6309-1002 FAX 06-6309-1004 
お問い合わせ http://www.ssw.co.jp/q/ 
URL http://www.ssw.co.jp/ 

 
◆ 当ご案内に関するお問い合わせ先  

当商品に関するご質問や製品画像等のご依頼がございましたら下記までご連絡をお願い致します。  
※記事には掲載しないでください。 

 
株式会社インターネット 営業部  
担当︓穐⼭（あきやま） 
〒532-0011 ⼤阪市淀川区⻄中島 7-1-5 
TEL 06-6309-1002 FAX 06-6309-1004 
E-mail︓akiyama@ssw.co.jp 
URL http://www.ssw.co.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


