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VOCALOID3 専用ライブラリ 
『VOCALOID3 Library Chika』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、2014 年 10 月 16 日（木）に、

スーパーパフォーマンスグループ、AAA（トリプル・エー）のメンバー伊藤千晃の声

をベースにした VOCALOID3 専用ライブラリ『VOCALOID3 Library Chika』を発売さ

せていただきます。  

 

 

【 商品概要 】 

バーチャルボーカリスト「VOCALOID3 Chika」は、男女 7 人組のスーパーパフォー

マンスグループ、AAA（トリプル・エー）のメンバー伊藤千晃の声をベースにした

VOCALOID3 専用歌声ライブラリです。 

 

低音から高音まで幅広い音域と、しっかりとした歌声の中にもかわいさが溢れる歌

声です。また、従来の約 2 倍の音素を収録し、これまで以上にリアルでより自然な

歌唱が行えます。 

 

VOCALOID3 用のトライフォン(*)音素を追加。VOCALOID3 Editor 新合成エンジンの特長を生かした高音質ライブラ

リで、同梱の「Tiny VOCALOID3 Editor」や、別売りの「VOCALOID3 Editor」などでメロディ（旋律）と歌詞を入力すれ

ば、あらゆるジャンルにあわせたボーカルの歌声が作成できます。 

 

(*)トライフォンとは、母音-子音-母音のつながりを滑らかにする、従来の音素より長い音素で VOCALOID3 で新たに

追加された音素です。 

 

●収録言語  ： 日本語 

●推奨音域  ： F2～D5 

●推奨テンポ ： 60～175BPM 

●収録ライブラリ ： 1 ライブラリ 

 

●商品詳細 ： http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/chika/ 

●デモ曲  ： ニコニコ動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm24446662 

           Youtube https://www.youtube.com/watch?v=aD9e3EytCIY 

●キャラクターイラスト：http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/chika/illust/ 

●ニュースリリース  ：http://www.ssw.co.jp/press/index.html ※パッケージデータもダウンロードしていただけます。 



■商品名：VOCALOID3 Library Chika 

◆概要： 

 VOCALOID3 Editor 新合成エンジンの特長を生かした高音質ライブラリ。 

 同梱の「Tiny VOCALOID3 Editor」でメロディ（旋律）と歌詞を入力すれば、低音から高音まで幅広い音域と、 

 しっかりとした歌声の中にもかわいさが溢れる歌 声が作成できます。 

 VOCALOID3 Editor または Windows 版 VOCALOID Editor for Cubase にて使用可能な各種 VOCALOID3 Job  

Plugin も収録しています。 

 ※Tiny VOCALOID3 Editor では同梱の Job Plugin は動作いたしません。 

 

◆価格： 

 ◎パッケージ版 ：10,800円（税込：11,664 円） 

 ◎ダウンロード版： 8,640円（税込： 9,331 円） 

 

◆初回出荷版特典（パッケージ版のみ）： 

 初回出荷版には、特典としてキャラクターイラストを   

 あしらった紙ケース付のあぶらとり紙 2 種類を同梱 

 しています。 

 

 

 

◆購入特典（パッケージ版／ダウンロード版ともに） 

 ユーザー登録で、以下ソフトウェアをダウンロードにて無償提供いたします。 

 ◎ミックス専用ソフト「OPUS Express for Windows」 

  作成したボーカルパートを手軽にミックスできます。リバーブ、コーラス、イコラ    

イザ、センターキャンセラー、タイムコンプレッションなど、各種エフェクトも収 

録。簡単な音の作りこみや調整も行えます。 

  >> http://www.ssw.co.jp/products/vocal/opusexpress/ 

 

 ◎VST エフェクトプラグイン「FormantShift VST（Windows 版）」 

  リアルタイムにフォルマントをコントロールし、ボーカルの声質や楽器音の   

キャラクターを変更できます。VST プラグイン対応の DAW ソフト 

（VOCALOID3 Editor は除く）で使用可能です。 

  >> http://www.ssw.co.jp/products/vst/effect/formantshift/ 

 

◆伊藤千晃（AAA）プロフィール：  

男女 7 人組のスーパーパフォーマンスグループ、AAA（トリプル・エー）のメンバーとして、   

 2005 年デビュー。2013 年発売のアルバム「Eighth Wonder」はオリコンウィークリーチャート     

 初登場 1 位を獲得。同年末には 4 年連続となる「日本レコード大賞」優秀作品賞受賞、  

 「NHK 紅白歌合戦」出場を果たす。 

 個人としてはジュニア野菜ソムリエの資格を取得。つけまつげやアパレルのコラボ商品開  

 発や、ファッション誌にも多数露出するなど、活躍の幅を広げている。 

 ◎ブログ「AAA 伊藤千晃の美食音(bijyo)Diary」  http://ameblo.jp/chiakiki110/ 

 

 

http://ameblo.jp/chiakiki110/


◆Windows／Macintosh に対応したハイブリッド版 

※一つのシリアルコードにて Windows 版、Mac OS X 版を同時に使用することはできません。 

※Mac(OS X)用のインストーラーには、歌声ライブラリのみが同梱されております。 

   Tiny VOCALOID3 Editor は付属しておりません。 

   別売の VOCALOID Editor for Cubase NEO と合わせてご利用ください。 

 

◆このソフトウェアについて 

◎Windows 環境で使用する場合は VOCALOID3 Editor もしくは、Cubase 7 シリーズと VOCALOID Editor for Cubase

が必要となります。 

* 当ライブラリには Windows 環境にて、17 小節のボーカルパートが作成可能な動作確認用(Tiny VOCALOID3 

Editor)を付属しております。  

◎Mac OS X 環境で使用する場合は Cubase 7 シリーズと VOCALOID Editor for Cubase が必要となります 

  

◆最低動作条件 

 [VOCALOID3 Editor(Windows のみ）または Cubase 7 シリーズと VOCALOID Editor for Cubase にて使用する場合] 

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

              ※64bit 版 Windows 8.1／8／7 では 32bit 互換モード（WOW64）で動作します。 

Mac ： Mac OS X 10.9, 10.8 (32/64bit) 

◎CPU ： Windows ： Intel / AMD Dual Core CPU 

Mac ： Intel Dual Core CPU 

◎RAM ： 2GB 以上 

◎ハードディスク容量  ： 2GB 以上 

◎その他 ： サウンドデバイス/アクティベーション作業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。 

* 上記条件はそれぞれのソフトウェアを最新のアップデートを行った場合となります。 

* 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。VOCALOID3 では、"操作性"、"リアルな歌声合成"、"拡張性"などがさらに向上され 

ています。 

 

【ご登録ユーザー様向け優待販売サービス】 

弊社 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。 

 

◎超早割優待価格 [2014 年 9 月 12 日（金）～2014 年 9 月 29 日（月）15 時まで] 

・パッケージ版 ：7,640 円（税別） 

・ダウンロード版：6,172 円（税別） 

 

◎早割優待価格 [2014 年 9月 29 日（月）15 時～2014 年 10 月 15 日（水）15 時まで] 

・パッケージ版 ：8,140 円（税別） 

・ダウンロード版：6,672 円（税別） 

 



◎通常優待価格 [2014 年 10 月 15 日（水）15 時以降] 

・パッケージ版 ：8,640 円（税別） 

・ダウンロード版：7,172 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/ 

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

 


