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VOCALOID4専用ライブラリ 
「VOCALOID4 Library がくっぽいど」発売のご案内 

 
 

弊社株式会社インターネット（代表取締役 村上昇）は、2015年4月30日（木）にVOCALOID4専用ライブ

ラリ「VOCALOID4 Library がくっぽいど」の4ラインナップと「VOCALOID4 Editor」をセットにした

「VOCALOID4 Starter Pack がくっぽいど」の4ラインナップを発売させていただきます。 

 

◎商品詳細   ： http://www.ssw.co.jp/products/vocaloid4/gackpoid/ 

○キャラクターイラスト  ： http://www.ssw.co.jp/products/vocaloid4/gackpoid/illust/ 

○ニュースリリース  ： http://www.ssw.co.jp/press/ 

      ※Growl（グロウル）のサンプルボイスも試聴していただけます。 

※パッケージデータもダウンロードしていただけます。 

 

【 商品概要 】 

2008年7月発売の「VOCALOID2」、2012年7月発売の「VOCALOID3」と歴代のVOCALOIDで販売を続け

てきた日本を代表するアーティスト『GACKT』の声をベースに制作した「VOCALOID がくっぽいど」が、

2015年4月30日、ついにVOCALOID4にネイティブ対応した「VOCALOID4 ライブラリ がくっぽいど」と

して登場します。VOCALOID4として日本語初の男声VOCALOIDライブラリです。 

 

ライブラリは、GACKTの"基本的な声"をベースに制作した『がくっぽいど NATIVE』、"パワフルな声"の部

分をベースに制作した『がくっぽいど POWER』、"ささやくようなやさしい声"の部分をベースに制作した『が

くっぽいど WHISPER』の3商品と全ライブラリをセットにした『がくっぽいど COMPLETE』。 

そして、各ライブラリ商品と歌声データ作成・編集を行う「VOCALOID4 Editor」をセットにしたスタータ

ーパックの全8ラインナップです。キャラクターイラストはマンガ家「三浦建太郎」氏です。 

 

 ●収録言語 ：日本語 

 ●推奨音域 ：A1～C4（WHISPER：A1～G3） 

●推奨テンポ ：60～150BPM 

 

 



 

【 新機能 】 

いずれのライブラリもデータベースの再調整により、自然な言葉の

つながりやノイズ軽減など、さらに高音質な歌声合成を実現します。

VOCALOID4の特長でもある声を激しくふるわせるような効果『グ

ロウル』やピッチスナップモードでロボットのようなボイスの生成、

「がくっぽいど NATIVE／POWER／WHISPER」から自由に2種

類のライブラリを組み合わせてブレンドし、オリジナルライブラリ

が作れる『クロスシンセシス』機能も使用可能です。 

 

【 購入特典 】 

ユーザー登録をされたお客様は、直感操作でメロディ（旋律）の入力や伴奏作成・ア

レンジからVOCALOIDで作成したボーカルとのミックスまで行える音楽作成ソフト

「Singer Song Writer Start for Windows」を弊社ホームページより無償でダウン

ロードしていただけます。 

※VOCALOIDの歌声データ作成・編集は行えません。 

 

【 商品ラインナップ 】 

◆ライブラリ商品：4商品 

■商品名：VOCALOID4 Library がくっぽいど NATIVE 

○概要：『GACKT』の基本的な声をベースに制作したVOCALOID4専用歌声ライブラリです。 

     VOCALOID4の特長でもある声を激しくふるわせるような効果『グロウル』や他のライブラリ

「POWER」、「WHISPER」と同時の使用でライブラリをブレンドしオリジナルライブラリが作れ 

る『クロスシンセシス』機能も使用可能です。 

○価格：パッケージ版：13,000円（税別）／ダウンロード版：10,400円（税別） 

 

■商品名：VOCALOID4 Library がくっぽいど POWER 

○概要：『GACKT』の"パワフルな声"の部分をベースに制作したVOCALOID4専用歌声ライブラリです。 

     「アタックが強くはっきりとした迫力がある」GACKTの声質でボーカルの歌声を作成できます。 

     VOCALOID4の特長でもある声を激しくふるわせるような効果『グロウル』や他のライブラリ 

「NATIVE」、「WHISPER」と同時の使用でライブラリをブレンドしオリジナルライブラリが作れ 

る『クロスシンセシス』機能も使用可能です。 

○価格：パッケージ版：13,000円（税別）／ダウンロード版：10,400円（税別） 

 

■商品名：VOCALOID4 Library がくっぽいど WHISPER 

○概要：『GACKT』の"ささやくようなやさしい声"の部分をベースに制作したVOCALOID4専用歌声ライ 

ブラリです。「吐息成分が多い優しくささやくような」GACKTの声質でボーカルの歌声を作成で 

きます。VOCALOID4の特長でもある声を激しくふるわせるような効果『グロウル』や他のライ 

ブラリ「NATIVE」、「POWER」と同時の使用でライブラリをブレンドしオリジナルライブラリが 

作れる『クロスシンセシス』機能も使用可能です。 

○価格：パッケージ版：13,000円（税別）／ダウンロード版：10,400円（税別） 



■商品名：VOCALOID4 Library がくっぽいど COMPLETE 

○概要：ライブラリ「がくっぽいど NATIVE」、「がくっぽいど POWER」、「がくっぽいど WHISPER」の 

3本をセットにしています。 

○価格：パッケージ版：25,000円（税別）／ダウンロード版：20,000円（税別） 

 

◆スターターパック商品：4商品 

各ライブラリ商品と歌声データ作成・編集を行うための「VOCALOID4 Editor」がセットになっています。 

 

■商品名：VOCALOID4 Starter Pack がくっぽいど NATIVE 

○概要：「ライブラリ がくっぽいど NATIVE」とVOCALOID4 Editorをセットにしたパッケージです。 

○価格：パッケージ版：19,000円（税別）※ダウンロード版はありません。 

 

■商品名：VOCALOID4 Starter Pack がくっぽいど POWER 

○概要：「ライブラリ がくっぽいど POWER」とVOCALOID4 Editorをセットにしたパッケージです。 

○価格：パッケージ版：19,000円（税別）※ダウンロード版はありません。 

 

■商品名：VOCALOID4 Starter Pack がくっぽいど WHISPER 

○概要：「ライブラリ がくっぽいど WHISPER」とVOCALOID4 Editorをセットにしたパッケージです。 

○価格：パッケージ版：19,000円（税別）※ダウンロード版はありません。 

 

■商品名：VOCALOID4 Starter Pack がくっぽいど COMPLETE 

○概要：ライブラリ「がくっぽいど NATIVE」、「がくっぽいど POWER」、「がくっぽいど WHISPER」 

    の3本とVOCALOID3 Editorをセットにしたパッケージです。 

○価格：パッケージ版：29,800円（税別）※ダウンロード版はありません。 

 

【 商品最低動作条件 】 

[VOCALOID4 Editor（Windowsのみ）]または 

[Cubase8またはCubase7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubase]にて使用する場合 

 

●OS   Windows ：Windows 8.1, Windows 8, Windows 7(32/64bit) 

Mac  ：Mac OS X 10.10, 10.9, 10.8 (32/64bit) 

●CPU   ：Intel Dual Core CPU 

●RAM   ：2GB以上 

●ハードディスク容量 ：VOCALOID4 Editorと使用の場合：2GB以上 

         *COMPLETEの場合：5GB以上 

               VOCALOID4 Editor for CubaseとCubase使用の場合：10GB以上 

         *COMPLETEの場合：13GB以上 

●その他:DVD-ROMドライブ、オーディオデバイス 

※アクティベーションならびに最新バージョンのアップデートを行うためにコンピュータがインターネット

環境に接続されている必要があります。 

※上記の動作条件を満たしている場合でも、全てのコンピュータにおける動作を保証するものではありませ

ん。 

※コンピュータの総合的な性能により同時に使用可能なトラック数などパフォーマンスに違いがあります。 

※動作環境等の最新情報はWEBサイト(http://www.vocaloid.com)でご確認ください。 

 

【 VOCALOIDとは 】 

VOCALOIDとは、ヤマハ株式会社が開発したパソコンに歌詞とメロディを入力するだけで歌声を合成する技

術、およびそれを応用したソフトです。VOCALOID4はより人間らしい歌唱表現を可能にする新機能を搭載

し、がくっぽいどもさらに幅広い歌唱表現で歌声を作成できます。 

 

 



【 GACKTプロフィール 】 

バンド活動を経て、99年にソロ活動始動。 

これまでにCDシングル45枚とアルバム15枚をリリース。 

男性ソロアーティストシングルTOP10獲得数は歴代1位を保持している。（2014年10月現在） 

GACKTファンは総評して『LOVERS』と呼ばれ、現在Official funclubの在籍会員は20-40代の女性が中心。

これまでの仮面ライダーディケイド、悪夢ちゃん等の出演により、近年では小学生、中学生世代、その他親

世代にもファン層を広げつつある。 

日本のみならず、世界各国にも熱狂的なファンを保持している。語学（日、英、中、韓）取得、アクション

（日本刀、テコンドー、空手、アクロバット等）を得意とし、Drive、SnowBoard、乗馬が趣味。 

『人の背中を押す事』こそ自分の使命と考え、卒業式ライブ他、慈善活動にも貢献。自らを"表現者"と称し、

ミュージシャンという枠にとらわれない多才ぶりを発揮する個性派アーティスト。 

GACKT official HP： http://GACKT.com 

 

【 ご登録ユーザー様向け優待販売サービス 】 

弊社全VOCALOID製品、音楽作成ソフト「ABILITY」「Singer Song Writer」のご登録ユーザー様には優待

販売価格でご提供をさせていただきます。 

 

●早割優待価格：2015年4月30日（木）15時まで 

◎ライブラリ商品 

・NATIVE / POWER / WHISPERパッケージ版 ： 各9,400円（税別） 

・NATIVE / POWER / WHISPERダウンロード版 ： 各7,632円（税別） 

・COMPLETEパッケージ版    ： 19,000円（税別） 

・COMPLETEダウンロード版   ： 15,600円（税別） 

 

◎スターターパック商品 

・NATIVE / POWER / WHISPERパッケージ版  ： 各14,200円（税別） 

・COMPLETEパッケージ版    ： 22,840円（税別） 

 

●通常優待価格：2015年4月30日（木）15時以降 

◎ライブラリ商品 

・NATIVE / POWER / WHISPERパッケージ版 ： 各10,400円（税別） 

・NATIVE / POWER / WHISPERダウンロード版 ： 各8,632円（税別） 

・COMPLETEパッケージ版    ： 20,000円（税別） 

・COMPLETEダウンロード版   ： 16,600円（税別） 

 

◎スターターパック商品 

NATIVE / POWER / WHISPERパッケージ版  ： 各15,200円（税別） 

COMPLETEパッケージ版    ： 23,840円（税別） 

 

----------------------------------------- 

●VOCALOID（ボーカロイド）は、ヤマハ株式会社の登録商標です。 

●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

●Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標です。 

●その他記載の商品名ならびに会社名は、各社の商標ならびに登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------- 

■ 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 

大阪市淀川区西中島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パッケージデータ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下さい。 

---------------------------------------------------------------- 

株式会社インターネット 

営業部  

担当：穐山（あきやま） 

〒532-0011 

大阪市淀川区西中島7-1-5 

TEL 06-6309-1002 FAX 06-6309-1004 

E-mail：akiyama@ssw.co.jp 

URL http://www.ssw.co.jp/ 

---------------------------------------------------------------- 

 


