
商品詳細
　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/
　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。
　https://www.ssw.co.jp/press/

バージョンアップ・機能アップ点

◆ワンウィンドウモードをサポート
　楽曲制作の中枢を担うソングエディタとミキサーコンソール、メディアブラウザ、ステップシーケンサー、さらにはピアノロールエ 
　ディタ、スコアエディタ、ステップエディタほか各種エディタをワンウインドウにレイアウトして表示。優れた視認性で、ご使用の
　パソコンのディスプレイサイズにとらわれることなく、快適かつスピーディな楽曲制作環境を構築。編集内容や操作にあわせて、ワ 
　ンウィンドウモードでも各ウィンドウをフローティング表示することが可能です。従来通りの各ウインドウを独立した表示でもご使
　用可能です。

◆ミックスをリデザイン。スペックアップを図ったミキサーは自由度も大幅に向上
　一新されたミキサーコンソールは、各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに 
　GATE、COMP、EQ、SATURATION、LIMITER の 5 種類をビルトイン、Pre ／　
　Post ／ Rec それぞれに最大 16 個まで拡張されたインサートエフェクト
　（Elements は Pre に最大 16 個）、複数トラックやコントロールを管理する LINK　
　機能、ヒストリー機能の搭載など基本構造から再設計を行い大幅にスペックアップ。
　定評のある高品位なサウンドクオリティをさらに引き出し、パワフルなサウンドメ
　イクを可能にします。チャンネルストリップにビルトインされた STRIP エフェクト　
　の UI 表示、フェーダーの縦方向への拡大縮小、各トラックのスリム表示、全体／
　上段／下段の切り替え表示など、視認性や操作性が格段に向上し、スムーズなミキ
　シングのワークフローを実現。煩雑な操作に迷わされることなくミキシングへ集中
　していただけます。

◆ミキサーヒストリ—を搭載【Pro】
　ミキサー操作とインサートエフェクトに割り当てた各エフェクトのパラメータ変更に
　至るまで、最大 100 履歴までの操作・設定を記憶し、UNDO／ REDO が可能。
　カット & トライで試行錯誤を繰り返し、緻密で妥協のないサウンドメイクとミキシ
　ングを実現します。

◆チャンネルストリップに 5 種類のエフェクトを搭載した STRIP エフェクト
　AUDIOトラックの各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに、基本の音作りに欠かせない GATE、COMP、EQ、SATURATION、 
　LIMITER の 5 種類を組み込み。選択や設定の手間もなく、すぐに立ち上げて音作りや調整が行えます。

◆Pre ／ Post ／ Rec それぞれに使用できるインサートエフェクトを最大 16 個まで拡張
　※Elements は Pre のみに最大 16 個

◆STRIP エフェクトとインサートエフェクトは前後入れ替えたエフェクト処理が可能

◆SEND は SEND レベルと SEND パンの調整が可能

◆複数トラック・複数コントロールを賢く管理する VCA フェーダー、Channel Link【Pro】
◎VCA フェーダー【Pro】
　指定した複数 AUDIOトラックの Volume、Panpot、Output Trim、Send Level、Send Pan、Solo、Mute をまとめてコントロール。
　多くのトラックを管理するプロジェクトで、効率良くミックスを進めるのに役立ちます。VCAトラックは、他のトラックと同様に、各コ
　ントロールのパラメータの動きを記録するオートメーションが可能です。VCA フェーダートラックのオートメーションは、リンクされたト
　ラックのオートメーションに加算されます。

◎Channel Link【Pro】
　複数トラックの Volume や Panpot などのコントロールをリンクして設定や操作が可能。Channel Link を設定しているトラックをオー
　トメーションした場合、同一 Channel Link に設定されている他のトラックのパラメータも変化します。
　◎AUDIOトラック：Volume、Panpot、Send1～8（Level ／ Pan）
　◎MIDIトラック：Volume、Panpot、Reverb、Chorus

◆5 種類のプラグインエフェクトを新たに搭載
　新たに VST プラグインエフェクト Chorus2、Phaser、Flanger、Distortion2、Dynamic EQ【Pro】の 5 種類を搭載。

◆すべての VST エフェクトで PIN コネクトと MS（Mid/Side）処理が可能
　L ／ R チャンネル両方あるいは L チャンネルや R チャンネルの片チャンネルのみにエフェクト処理が行える PIN コネクトと、エフェク
　トの前後で MS エンコードとデコードが行える MS 処理機能を装備。PIN コネクトと MS 処理を組み合わせて使用すると、MS 非対応の
　エフェクトでもステレオ信号を MID（CENTER）と SIDE に分解し、それぞれを個別に調整できる MS 対応のエフェクトとして使用可能
　です。

◆IK Multimedia SampleTank 4 SE とギタエフェクト AmpliTube METAL をバンドル
　（ダウンロードでご提供）【Pro】

◎SampleTank 4 SE（参考価格：18,000 円程度）
　厳選された 2,000 種類・30GB を超えるインストゥルメントと、70 種類の内部エフェクトを　
搭載したサウンド & グルーブワークステー　ション。コンサート・ピアノ、キーボード、ギター、
　ドラム、ストリングス、ブラス、シンセ、パーカッションなど 30GB を超えるライブラリを収録。

◎AmpliTube METAL（参考価格：12,000 円程度）
　ヘヴィなロック・サウンド専用の、初めてのアンプ & エフェクト・モデリング・ソフトウェア。
　Boss の 6 機種をはじめ、Electro Harmonix、Digitech、Pro Co RAT など 14 種類のストン
　プ。Mesa/Boogie、Peavey、Randall、Marshall JMP100 など 5 種類のハイゲイン・アンプ。
　13 種類のキャビネット。6 種類のマイク。9 種類のラック・エフェクト。ハードロックからオ
　ルタナティブまで、あらゆるロックミュージシャンを魅了するサウンドをご提供。

◆音楽理論を踏まえたコード進行の設計を支援する CHORD PAD を搭載
　作成する楽曲のキー（調）と現在指定しているコードを基準に、次に続く最適なコードや音楽
　理論上使えるコードを、コードの種類やディ　グリーネームごとに提示。音楽理論を必要とせず、
　正確でバリエーション溢れるコード進行の設計を支援します。
　すでに得意なコード進行パターンをお持ちの方には、新たなヒラメキを導くツールとしてご活用
　いただけるでしょう。

◆コード入力に使えるコードタイプを追加
　M7+5、mb5、7b5、b5 の 4 種類のコードタイプが追加されました。

◆ピアノロールエディタ
　Ch AfterTouch、Poly AfterTouch の 2 種類のコントローラ入力、コントロール入力時のグリッドスナップ、従来のコード構成音、ダイ
　アトニックスケールの色分けに加え、コードスケールでの色分けが追加されました。

◆ノートパレットに ShuffleMode Lock ボタンを追加
　MIDIトラックの音符入力時に使用するノートパレットに、シャッフルモードをロックする Shuffle Mode Lock ボタンを装備。誤操作に 
　よる音符入力のミスを防ぎます。

◆最大 100 個までのプロジェクトファイルを自動バックアップで楽曲制作に専念
　VSTi（インストゥルメント）のパラメータも含め、制作中の大切なプロジェクトファイルを指定した時間の間隔で自動的にバックアップ
　保存。不測のトラブルにより異常終了した場合も、終了前に保存されたファイルを読み込むことができ、被害を最小限に抑えられます。

◆エディット / 演奏カーソルは、マウスでドラックして移動可能
　演奏中もドラッグして演奏位置を変更できます。

◆ソングエディタの AUDIO トラックは、トラック内の各 AUDIO クリップの再生／非再生をボタン 1 つで設定可能

◆プレイパネルをウィンドウ下部へドッキング表示
　複数ウィンドウの表示／ワンウインドウでの表示に関わらず、常にウインドウ下部へ表示させることで快適な視認性を確保。スムーズ
　な操作を可能とします。

◆ABILITY 起動時にスタート画面で楽曲制作をナビゲーション
　新規作成するプロジェクトファイルのトラック構成のカスタマイズやテンプレートの選択、作成済みプロジェクトの読み込みなど楽曲制
　作のスタートを支援。ニュース欄にはアップデートなどの重要なニュースを表示します。

 

　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Elements を購入された方

　●無償バージョンアップについて
　　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/upgrade.html

※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。

NEWS RELEASE
情報解禁日：即日解禁  

      報道関係者　各位

DAW ソフト『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』
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、2019 年 7 月 18 日（木）に音楽作成ソフト「ABILITY 2.0 Pro」、「ABILITY 2.0 Elements」
の後継として、『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』を発売させていただきます。
　ABILITY は、定評のある高品位なサウンドクオリティをベースにレコーディングやサウンドデザイン、ミキシングからマスタリングまで制作のワー
クフローを統合し、あらゆるジャンルの表現に応えるための充実したインストゥルメントも収録したスタジオシステム。さらには、クリエーターのひら
めきやイメージを具現化するため、独自の作曲・アレンジ支援機能まで備えたオンリーワンな音楽制作ソフトウェアです。
　バージョン 3.0 は、ワンウィンドウモードによるスムーズな操作体系をサポート、ミキサーコンソールは VCA フェーダーの搭載や再設計により大幅
なスペックアップを図るとともに自由度の向上、マルチ音源「IK Multimedia SampleTank 4 SE」など演奏の幅を広げる VST インストゥルメント、ギター
エフェクト「AmpliTube Metal」や Dynamic EQ などを新たに搭載し、高品位なエフェクトも多数搭載。およそ 70 項目を超える新機能により、これ
からの楽曲制作をさらに力強く支援します。

商品ラインナップ
  　ABILITY 3.0 Pro ラインナップ 　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro 
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　54,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　38,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Pro アカデミック版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　36,000 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。

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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 2.0 Elements ラインナップ　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements 
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　30,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　22,500 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements アカデミック版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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。

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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）

◆動作環境
●対応OS  ：　Windows 10（64bit,32bit）、Windows 8.1（64bit,32bit）、Windows 7（64bit,32bit）　　
　　　　　   　　 　　※すべて日本語版OSのみ対応　※64bit / 32bit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   ：　8GB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 3.o Pro：60GB以上、ABILITY 3.0 Elements：5GB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
●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
●インターネット接続環境 ：　アクティベーション、製品登録、アップデート、
　　　　　　　　　　　　　　　付属のソフト音源［SampleTank 4 SE / AmpliTube Metal/Grand Piano Model D / BFD Eco］のダウンロードに必要
　　　　　　　　　　 　 ※高速インターネット環境を推奨

◆機能比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　Pro  　　  Elements
 　　　ミキサー
 　　　　AUDIOトラックのRecエフェクト
 　　　　インサートエフェクト
 　　　　VCAフェーダー
 　　　　Channel Link
 　　　　ミキサーヒストリ—
 　　　同時使用可能なVSTi数　
 　　　収録VSTエフェクト
 　　　　Sonnox EQ / LIMITER / REVERB
 　　　　Sonnox De-Buzzer / De-Clicker / De-Noiser
　 　　　　IK Multimedia AmpliTube Metal　 　　　　　
　 　　　　8BAND EQ / IR REVERB / LINEAR PHASE EQ
　 　　　　Dynamic EQ 
　 　　　　MULTIBAND DELAY / MODULATION DELAY
　 　　　　LINEAR PHASE MULTIBAND COMP / VST Rack 
　 　　　　F-REX / Vocoder / Vocoder SC / Loudness Meter 　　　
　 　　　収録VSTインストゥルメント
　 　　　　IK Multimedia SampleTank 4 SE
　 　　　　BFD Eco/Grand Piano Model D
 　　　　LinPlug SPECTRAL / CrX4 / RMV / Saxlab2

◆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を除く）、Music Creator シリーズ｜Cakewalk  ● Cubase シリーズ（LE、AIを除く）、Sequel｜Steinberg
　● Studio One シリーズ（Free を除く）｜Presonus     ●Digitak Performerシリーズ｜MOTU
　● Pro Tools｜AVID    ● ACID シリーズ｜SONY● Live シリーズ（Liteを除く）｜Ableton
　● FL Studio｜IMAGE LINE SOFTWARE　　    ● XG WORKS、SOL｜YAMAHA 　
　● Music Maker シリーズ｜MAGIX  　● Reason、Record｜Propellerhead
　● バンドプロデューサー｜KAWAI   ● 各社 VOCALOID2／3／4 製品（当社製品含む。いずれもバージョンは問いません。）

◆無償バージョンアップキャンペーン
2019 年 6 月 1 日以降に下記の製品の「初回アクティベーション」をされたお客様は、無償でアップグレードしていただけます。
※ダウンロード版へのアップグレードとなります。

　●ABILITY 3.0 Pro への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro クロスアップグレード版（初回限定版を含む）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro バージョンアップ・優待販売版
　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Pro を購入された方

　●ABILITY 3.0 Elements への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements クロスアップグレード版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements バージョンアップ・優待販売版
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　至るまで、最大 100 履歴までの操作・設定を記憶し、UNDO／ REDO が可能。
　カット & トライで試行錯誤を繰り返し、緻密で妥協のないサウンドメイクとミキシ
　ングを実現します。

◆チャンネルストリップに 5 種類のエフェクトを搭載した STRIP エフェクト
　AUDIOトラックの各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに、基本の音作りに欠かせない GATE、COMP、EQ、SATURATION、 
　LIMITER の 5 種類を組み込み。選択や設定の手間もなく、すぐに立ち上げて音作りや調整が行えます。

◆Pre ／ Post ／ Rec それぞれに使用できるインサートエフェクトを最大 16 個まで拡張
　※Elements は Pre のみに最大 16 個

◆STRIP エフェクトとインサートエフェクトは前後入れ替えたエフェクト処理が可能

◆SEND は SEND レベルと SEND パンの調整が可能

◆複数トラック・複数コントロールを賢く管理する VCA フェーダー、Channel Link【Pro】
◎VCA フェーダー【Pro】
　指定した複数 AUDIOトラックの Volume、Panpot、Output Trim、Send Level、Send Pan、Solo、Mute をまとめてコントロール。
　多くのトラックを管理するプロジェクトで、効率良くミックスを進めるのに役立ちます。VCAトラックは、他のトラックと同様に、各コ
　ントロールのパラメータの動きを記録するオートメーションが可能です。VCA フェーダートラックのオートメーションは、リンクされたト
　ラックのオートメーションに加算されます。

◎Channel Link【Pro】
　複数トラックの Volume や Panpot などのコントロールをリンクして設定や操作が可能。Channel Link を設定しているトラックをオー
　トメーションした場合、同一 Channel Link に設定されている他のトラックのパラメータも変化します。
　◎AUDIOトラック：Volume、Panpot、Send1～8（Level ／ Pan）
　◎MIDIトラック：Volume、Panpot、Reverb、Chorus

◆5 種類のプラグインエフェクトを新たに搭載
　新たに VST プラグインエフェクト Chorus2、Phaser、Flanger、Distortion2、Dynamic EQ【Pro】の 5 種類を搭載。

◆すべての VST エフェクトで PIN コネクトと MS（Mid/Side）処理が可能
　L ／ R チャンネル両方あるいは L チャンネルや R チャンネルの片チャンネルのみにエフェクト処理が行える PIN コネクトと、エフェク
　トの前後で MS エンコードとデコードが行える MS 処理機能を装備。PIN コネクトと MS 処理を組み合わせて使用すると、MS 非対応の
　エフェクトでもステレオ信号を MID（CENTER）と SIDE に分解し、それぞれを個別に調整できる MS 対応のエフェクトとして使用可能
　です。

◆IK Multimedia SampleTank 4 SE とギタエフェクト AmpliTube METAL をバンドル
　（ダウンロードでご提供）【Pro】

◎SampleTank 4 SE（参考価格：18,000 円程度）
　厳選された 2,000 種類・30GB を超えるインストゥルメントと、70 種類の内部エフェクトを　
搭載したサウンド & グルーブワークステー　ション。コンサート・ピアノ、キーボード、ギター、
　ドラム、ストリングス、ブラス、シンセ、パーカッションなど 30GB を超えるライブラリを収録。

◎AmpliTube METAL（参考価格：12,000 円程度）
　ヘヴィなロック・サウンド専用の、初めてのアンプ & エフェクト・モデリング・ソフトウェア。
　Boss の 6 機種をはじめ、Electro Harmonix、Digitech、Pro Co RAT など 14 種類のストン
　プ。Mesa/Boogie、Peavey、Randall、Marshall JMP100 など 5 種類のハイゲイン・アンプ。
　13 種類のキャビネット。6 種類のマイク。9 種類のラック・エフェクト。ハードロックからオ
　ルタナティブまで、あらゆるロックミュージシャンを魅了するサウンドをご提供。

◆音楽理論を踏まえたコード進行の設計を支援する CHORD PAD を搭載
　作成する楽曲のキー（調）と現在指定しているコードを基準に、次に続く最適なコードや音楽
　理論上使えるコードを、コードの種類やディ　グリーネームごとに提示。音楽理論を必要とせず、
　正確でバリエーション溢れるコード進行の設計を支援します。
　すでに得意なコード進行パターンをお持ちの方には、新たなヒラメキを導くツールとしてご活用
　いただけるでしょう。

◆コード入力に使えるコードタイプを追加
　M7+5、mb5、7b5、b5 の 4 種類のコードタイプが追加されました。

◆ピアノロールエディタ
　Ch AfterTouch、Poly AfterTouch の 2 種類のコントローラ入力、コントロール入力時のグリッドスナップ、従来のコード構成音、ダイ
　アトニックスケールの色分けに加え、コードスケールでの色分けが追加されました。

◆ノートパレットに ShuffleMode Lock ボタンを追加
　MIDIトラックの音符入力時に使用するノートパレットに、シャッフルモードをロックする Shuffle Mode Lock ボタンを装備。誤操作に 
　よる音符入力のミスを防ぎます。

◆最大 100 個までのプロジェクトファイルを自動バックアップで楽曲制作に専念
　VSTi（インストゥルメント）のパラメータも含め、制作中の大切なプロジェクトファイルを指定した時間の間隔で自動的にバックアップ
　保存。不測のトラブルにより異常終了した場合も、終了前に保存されたファイルを読み込むことができ、被害を最小限に抑えられます。

◆エディット / 演奏カーソルは、マウスでドラックして移動可能
　演奏中もドラッグして演奏位置を変更できます。

◆ソングエディタの AUDIO トラックは、トラック内の各 AUDIO クリップの再生／非再生をボタン 1 つで設定可能

◆プレイパネルをウィンドウ下部へドッキング表示
　複数ウィンドウの表示／ワンウインドウでの表示に関わらず、常にウインドウ下部へ表示させることで快適な視認性を確保。スムーズ
　な操作を可能とします。

◆ABILITY 起動時にスタート画面で楽曲制作をナビゲーション
　新規作成するプロジェクトファイルのトラック構成のカスタマイズやテンプレートの選択、作成済みプロジェクトの読み込みなど楽曲制
　作のスタートを支援。ニュース欄にはアップデートなどの重要なニュースを表示します。

 

　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Elements を購入された方

　●無償バージョンアップについて
　　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/upgrade.html

※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。

NEWS RELEASE
情報解禁日：即日解禁  

      報道関係者　各位

DAW ソフト『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』
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、2019 年 7 月 18 日（木）に音楽作成ソフト「ABILITY 2.0 Pro」、「ABILITY 2.0 Elements」
の後継として、『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』を発売させていただきます。
　ABILITY は、定評のある高品位なサウンドクオリティをベースにレコーディングやサウンドデザイン、ミキシングからマスタリングまで制作のワー
クフローを統合し、あらゆるジャンルの表現に応えるための充実したインストゥルメントも収録したスタジオシステム。さらには、クリエーターのひら
めきやイメージを具現化するため、独自の作曲・アレンジ支援機能まで備えたオンリーワンな音楽制作ソフトウェアです。
　バージョン 3.0 は、ワンウィンドウモードによるスムーズな操作体系をサポート、ミキサーコンソールは VCA フェーダーの搭載や再設計により大幅
なスペックアップを図るとともに自由度の向上、マルチ音源「IK Multimedia SampleTank 4 SE」など演奏の幅を広げる VST インストゥルメント、ギター
エフェクト「AmpliTube Metal」や Dynamic EQ などを新たに搭載し、高品位なエフェクトも多数搭載。およそ 70 項目を超える新機能により、これ
からの楽曲制作をさらに力強く支援します。

商品ラインナップ
  　ABILITY 3.0 Pro ラインナップ 　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro 
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　54,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　38,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Pro アカデミック版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　36,000 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。

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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 2.0 Elements ラインナップ　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements 
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　30,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　22,500 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements アカデミック版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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。

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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）

◆動作環境
●対応OS  ：　Windows 10（64bit,32bit）、Windows 8.1（64bit,32bit）、Windows 7（64bit,32bit）　　
　　　　　   　　 　　※すべて日本語版OSのみ対応　※64bit / 32bit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   ：　8GB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 3.o Pro：60GB以上、ABILITY 3.0 Elements：5GB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
●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
●インターネット接続環境 ：　アクティベーション、製品登録、アップデート、
　　　　　　　　　　　　　　　付属のソフト音源［SampleTank 4 SE / AmpliTube Metal/Grand Piano Model D / BFD Eco］のダウンロードに必要
　　　　　　　　　　 　 ※高速インターネット環境を推奨

◆機能比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　Pro  　　  Elements
 　　　ミキサー
 　　　　AUDIOトラックのRecエフェクト
 　　　　インサートエフェクト
 　　　　VCAフェーダー
 　　　　Channel Link
 　　　　ミキサーヒストリ—
 　　　同時使用可能なVSTi数　
 　　　収録VSTエフェクト
 　　　　Sonnox EQ / LIMITER / REVERB
 　　　　Sonnox De-Buzzer / De-Clicker / De-Noiser
　 　　　　IK Multimedia AmpliTube Metal　 　　　　　
　 　　　　8BAND EQ / IR REVERB / LINEAR PHASE EQ
　 　　　　Dynamic EQ 
　 　　　　MULTIBAND DELAY / MODULATION DELAY
　 　　　　LINEAR PHASE MULTIBAND COMP / VST Rack 
　 　　　　F-REX / Vocoder / Vocoder SC / Loudness Meter 　　　
　 　　　収録VSTインストゥルメント
　 　　　　IK Multimedia SampleTank 4 SE
　 　　　　BFD Eco/Grand Piano Model D
 　　　　LinPlug SPECTRAL / CrX4 / RMV / Saxlab2

◆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を除く）、Music Creator シリーズ｜Cakewalk  ● Cubase シリーズ（LE、AIを除く）、Sequel｜Steinberg
　● Studio One シリーズ（Free を除く）｜Presonus     ●Digitak Performerシリーズ｜MOTU
　● Pro Tools｜AVID    ● ACID シリーズ｜SONY● Live シリーズ（Liteを除く）｜Ableton
　● FL Studio｜IMAGE LINE SOFTWARE　　    ● XG WORKS、SOL｜YAMAHA 　
　● Music Maker シリーズ｜MAGIX  　● Reason、Record｜Propellerhead
　● バンドプロデューサー｜KAWAI   ● 各社 VOCALOID2／3／4 製品（当社製品含む。いずれもバージョンは問いません。）

◆無償バージョンアップキャンペーン
2019 年 6 月 1 日以降に下記の製品の「初回アクティベーション」をされたお客様は、無償でアップグレードしていただけます。
※ダウンロード版へのアップグレードとなります。

　●ABILITY 3.0 Pro への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro クロスアップグレード版（初回限定版を含む）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro バージョンアップ・優待販売版
　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Pro を購入された方

　●ABILITY 3.0 Elements への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements クロスアップグレード版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements バージョンアップ・優待販売版



商品詳細
　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/
　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。
　https://www.ssw.co.jp/press/

バージョンアップ・機能アップ点

◆ワンウィンドウモードをサポート
　楽曲制作の中枢を担うソングエディタとミキサーコンソール、メディアブラウザ、ステップシーケンサー、さらにはピアノロールエ 
　ディタ、スコアエディタ、ステップエディタほか各種エディタをワンウインドウにレイアウトして表示。優れた視認性で、ご使用の
　パソコンのディスプレイサイズにとらわれることなく、快適かつスピーディな楽曲制作環境を構築。編集内容や操作にあわせて、ワ 
　ンウィンドウモードでも各ウィンドウをフローティング表示することが可能です。従来通りの各ウインドウを独立した表示でもご使
　用可能です。

◆ミックスをリデザイン。スペックアップを図ったミキサーは自由度も大幅に向上
　一新されたミキサーコンソールは、各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに 
　GATE、COMP、EQ、SATURATION、LIMITER の 5 種類をビルトイン、Pre ／　
　Post ／ Rec それぞれに最大 16 個まで拡張されたインサートエフェクト
　（Elements は Pre に最大 16 個）、複数トラックやコントロールを管理する LINK　
　機能、ヒストリー機能の搭載など基本構造から再設計を行い大幅にスペックアップ。
　定評のある高品位なサウンドクオリティをさらに引き出し、パワフルなサウンドメ
　イクを可能にします。チャンネルストリップにビルトインされた STRIP エフェクト　
　の UI 表示、フェーダーの縦方向への拡大縮小、各トラックのスリム表示、全体／
　上段／下段の切り替え表示など、視認性や操作性が格段に向上し、スムーズなミキ
　シングのワークフローを実現。煩雑な操作に迷わされることなくミキシングへ集中
　していただけます。

◆ミキサーヒストリ—を搭載【Pro】
　ミキサー操作とインサートエフェクトに割り当てた各エフェクトのパラメータ変更に
　至るまで、最大 100 履歴までの操作・設定を記憶し、UNDO／ REDO が可能。
　カット & トライで試行錯誤を繰り返し、緻密で妥協のないサウンドメイクとミキシ
　ングを実現します。

◆チャンネルストリップに 5 種類のエフェクトを搭載した STRIP エフェクト
　AUDIOトラックの各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに、基本の音作りに欠かせない GATE、COMP、EQ、SATURATION、 
　LIMITER の 5 種類を組み込み。選択や設定の手間もなく、すぐに立ち上げて音作りや調整が行えます。

◆Pre ／ Post ／ Rec それぞれに使用できるインサートエフェクトを最大 16 個まで拡張
　※Elements は Pre のみに最大 16 個

◆STRIP エフェクトとインサートエフェクトは前後入れ替えたエフェクト処理が可能

◆SEND は SEND レベルと SEND パンの調整が可能

◆複数トラック・複数コントロールを賢く管理する VCA フェーダー、Channel Link【Pro】
◎VCA フェーダー【Pro】
　指定した複数 AUDIOトラックの Volume、Panpot、Output Trim、Send Level、Send Pan、Solo、Mute をまとめてコントロール。
　多くのトラックを管理するプロジェクトで、効率良くミックスを進めるのに役立ちます。VCAトラックは、他のトラックと同様に、各コ
　ントロールのパラメータの動きを記録するオートメーションが可能です。VCA フェーダートラックのオートメーションは、リンクされたト
　ラックのオートメーションに加算されます。

◎Channel Link【Pro】
　複数トラックの Volume や Panpot などのコントロールをリンクして設定や操作が可能。Channel Link を設定しているトラックをオー
　トメーションした場合、同一 Channel Link に設定されている他のトラックのパラメータも変化します。
　◎AUDIOトラック：Volume、Panpot、Send1～8（Level ／ Pan）
　◎MIDIトラック：Volume、Panpot、Reverb、Chorus

◆5 種類のプラグインエフェクトを新たに搭載
　新たに VST プラグインエフェクト Chorus2、Phaser、Flanger、Distortion2、Dynamic EQ【Pro】の 5 種類を搭載。

◆すべての VST エフェクトで PIN コネクトと MS（Mid/Side）処理が可能
　L ／ R チャンネル両方あるいは L チャンネルや R チャンネルの片チャンネルのみにエフェクト処理が行える PIN コネクトと、エフェク
　トの前後で MS エンコードとデコードが行える MS 処理機能を装備。PIN コネクトと MS 処理を組み合わせて使用すると、MS 非対応の
　エフェクトでもステレオ信号を MID（CENTER）と SIDE に分解し、それぞれを個別に調整できる MS 対応のエフェクトとして使用可能
　です。

◆IK Multimedia SampleTank 4 SE とギタエフェクト AmpliTube METAL をバンドル
　（ダウンロードでご提供）【Pro】

◎SampleTank 4 SE（参考価格：18,000 円程度）
　厳選された 2,000 種類・30GB を超えるインストゥルメントと、70 種類の内部エフェクトを　
搭載したサウンド & グルーブワークステー　ション。コンサート・ピアノ、キーボード、ギター、
　ドラム、ストリングス、ブラス、シンセ、パーカッションなど 30GB を超えるライブラリを収録。

◎AmpliTube METAL（参考価格：12,000 円程度）
　ヘヴィなロック・サウンド専用の、初めてのアンプ & エフェクト・モデリング・ソフトウェア。
　Boss の 6 機種をはじめ、Electro Harmonix、Digitech、Pro Co RAT など 14 種類のストン
　プ。Mesa/Boogie、Peavey、Randall、Marshall JMP100 など 5 種類のハイゲイン・アンプ。
　13 種類のキャビネット。6 種類のマイク。9 種類のラック・エフェクト。ハードロックからオ
　ルタナティブまで、あらゆるロックミュージシャンを魅了するサウンドをご提供。

◆音楽理論を踏まえたコード進行の設計を支援する CHORD PAD を搭載
　作成する楽曲のキー（調）と現在指定しているコードを基準に、次に続く最適なコードや音楽
　理論上使えるコードを、コードの種類やディ　グリーネームごとに提示。音楽理論を必要とせず、
　正確でバリエーション溢れるコード進行の設計を支援します。
　すでに得意なコード進行パターンをお持ちの方には、新たなヒラメキを導くツールとしてご活用
　いただけるでしょう。

◆コード入力に使えるコードタイプを追加
　M7+5、mb5、7b5、b5 の 4 種類のコードタイプが追加されました。

◆ピアノロールエディタ
　Ch AfterTouch、Poly AfterTouch の 2 種類のコントローラ入力、コントロール入力時のグリッドスナップ、従来のコード構成音、ダイ
　アトニックスケールの色分けに加え、コードスケールでの色分けが追加されました。

◆ノートパレットに ShuffleMode Lock ボタンを追加
　MIDIトラックの音符入力時に使用するノートパレットに、シャッフルモードをロックする Shuffle Mode Lock ボタンを装備。誤操作に 
　よる音符入力のミスを防ぎます。

◆最大 100 個までのプロジェクトファイルを自動バックアップで楽曲制作に専念
　VSTi（インストゥルメント）のパラメータも含め、制作中の大切なプロジェクトファイルを指定した時間の間隔で自動的にバックアップ
　保存。不測のトラブルにより異常終了した場合も、終了前に保存されたファイルを読み込むことができ、被害を最小限に抑えられます。

◆エディット / 演奏カーソルは、マウスでドラックして移動可能
　演奏中もドラッグして演奏位置を変更できます。

◆ソングエディタの AUDIO トラックは、トラック内の各 AUDIO クリップの再生／非再生をボタン 1 つで設定可能

◆プレイパネルをウィンドウ下部へドッキング表示
　複数ウィンドウの表示／ワンウインドウでの表示に関わらず、常にウインドウ下部へ表示させることで快適な視認性を確保。スムーズ
　な操作を可能とします。

◆ABILITY 起動時にスタート画面で楽曲制作をナビゲーション
　新規作成するプロジェクトファイルのトラック構成のカスタマイズやテンプレートの選択、作成済みプロジェクトの読み込みなど楽曲制
　作のスタートを支援。ニュース欄にはアップデートなどの重要なニュースを表示します。

 

　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Elements を購入された方

　●無償バージョンアップについて
　　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/upgrade.html

※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。

NEWS RELEASE
情報解禁日：即日解禁  

      報道関係者　各位

DAW ソフト『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』
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、2019 年 7 月 18 日（木）に音楽作成ソフト「ABILITY 2.0 Pro」、「ABILITY 2.0 Elements」
の後継として、『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』を発売させていただきます。
　ABILITY は、定評のある高品位なサウンドクオリティをベースにレコーディングやサウンドデザイン、ミキシングからマスタリングまで制作のワー
クフローを統合し、あらゆるジャンルの表現に応えるための充実したインストゥルメントも収録したスタジオシステム。さらには、クリエーターのひら
めきやイメージを具現化するため、独自の作曲・アレンジ支援機能まで備えたオンリーワンな音楽制作ソフトウェアです。
　バージョン 3.0 は、ワンウィンドウモードによるスムーズな操作体系をサポート、ミキサーコンソールは VCA フェーダーの搭載や再設計により大幅
なスペックアップを図るとともに自由度の向上、マルチ音源「IK Multimedia SampleTank 4 SE」など演奏の幅を広げる VST インストゥルメント、ギター
エフェクト「AmpliTube Metal」や Dynamic EQ などを新たに搭載し、高品位なエフェクトも多数搭載。およそ 70 項目を超える新機能により、これ
からの楽曲制作をさらに力強く支援します。

商品ラインナップ
  　ABILITY 3.0 Pro ラインナップ 　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro 
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　54,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　38,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Pro アカデミック版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　36,000 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。

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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 2.0 Elements ラインナップ　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements 
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　30,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　22,500 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements アカデミック版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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。

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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）

◆動作環境
●対応OS  ：　Windows 10（64bit,32bit）、Windows 8.1（64bit,32bit）、Windows 7（64bit,32bit）　　
　　　　　   　　 　　※すべて日本語版OSのみ対応　※64bit / 32bit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   ：　8GB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 3.o Pro：60GB以上、ABILITY 3.0 Elements：5GB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
●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
●インターネット接続環境 ：　アクティベーション、製品登録、アップデート、
　　　　　　　　　　　　　　　付属のソフト音源［SampleTank 4 SE / AmpliTube Metal/Grand Piano Model D / BFD Eco］のダウンロードに必要
　　　　　　　　　　 　 ※高速インターネット環境を推奨

◆機能比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　Pro  　　  Elements
 　　　ミキサー
 　　　　AUDIOトラックのRecエフェクト
 　　　　インサートエフェクト
 　　　　VCAフェーダー
 　　　　Channel Link
 　　　　ミキサーヒストリ—
 　　　同時使用可能なVSTi数　
 　　　収録VSTエフェクト
 　　　　Sonnox EQ / LIMITER / REVERB
 　　　　Sonnox De-Buzzer / De-Clicker / De-Noiser
　 　　　　IK Multimedia AmpliTube Metal　 　　　　　
　 　　　　8BAND EQ / IR REVERB / LINEAR PHASE EQ
　 　　　　Dynamic EQ 
　 　　　　MULTIBAND DELAY / MODULATION DELAY
　 　　　　LINEAR PHASE MULTIBAND COMP / VST Rack 
　 　　　　F-REX / Vocoder / Vocoder SC / Loudness Meter 　　　
　 　　　収録VSTインストゥルメント
　 　　　　IK Multimedia SampleTank 4 SE
　 　　　　BFD Eco/Grand Piano Model D
 　　　　LinPlug SPECTRAL / CrX4 / RMV / Saxlab2

◆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を除く）、Music Creator シリーズ｜Cakewalk  ● Cubase シリーズ（LE、AIを除く）、Sequel｜Steinberg
　● Studio One シリーズ（Free を除く）｜Presonus     ●Digitak Performerシリーズ｜MOTU
　● Pro Tools｜AVID    ● ACID シリーズ｜SONY● Live シリーズ（Liteを除く）｜Ableton
　● FL Studio｜IMAGE LINE SOFTWARE　　    ● XG WORKS、SOL｜YAMAHA 　
　● Music Maker シリーズ｜MAGIX  　● Reason、Record｜Propellerhead
　● バンドプロデューサー｜KAWAI   ● 各社 VOCALOID2／3／4 製品（当社製品含む。いずれもバージョンは問いません。）

◆無償バージョンアップキャンペーン
2019 年 6 月 1 日以降に下記の製品の「初回アクティベーション」をされたお客様は、無償でアップグレードしていただけます。
※ダウンロード版へのアップグレードとなります。

　●ABILITY 3.0 Pro への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro クロスアップグレード版（初回限定版を含む）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro バージョンアップ・優待販売版
　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Pro を購入された方

　●ABILITY 3.0 Elements への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements クロスアップグレード版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements バージョンアップ・優待販売版



商品詳細
　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/
　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。
　https://www.ssw.co.jp/press/

バージョンアップ・機能アップ点

◆ワンウィンドウモードをサポート
　楽曲制作の中枢を担うソングエディタとミキサーコンソール、メディアブラウザ、ステップシーケンサー、さらにはピアノロールエ 
　ディタ、スコアエディタ、ステップエディタほか各種エディタをワンウインドウにレイアウトして表示。優れた視認性で、ご使用の
　パソコンのディスプレイサイズにとらわれることなく、快適かつスピーディな楽曲制作環境を構築。編集内容や操作にあわせて、ワ 
　ンウィンドウモードでも各ウィンドウをフローティング表示することが可能です。従来通りの各ウインドウを独立した表示でもご使
　用可能です。

◆ミックスをリデザイン。スペックアップを図ったミキサーは自由度も大幅に向上
　一新されたミキサーコンソールは、各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに 
　GATE、COMP、EQ、SATURATION、LIMITER の 5 種類をビルトイン、Pre ／　
　Post ／ Rec それぞれに最大 16 個まで拡張されたインサートエフェクト
　（Elements は Pre に最大 16 個）、複数トラックやコントロールを管理する LINK　
　機能、ヒストリー機能の搭載など基本構造から再設計を行い大幅にスペックアップ。
　定評のある高品位なサウンドクオリティをさらに引き出し、パワフルなサウンドメ
　イクを可能にします。チャンネルストリップにビルトインされた STRIP エフェクト　
　の UI 表示、フェーダーの縦方向への拡大縮小、各トラックのスリム表示、全体／
　上段／下段の切り替え表示など、視認性や操作性が格段に向上し、スムーズなミキ
　シングのワークフローを実現。煩雑な操作に迷わされることなくミキシングへ集中
　していただけます。

◆ミキサーヒストリ—を搭載【Pro】
　ミキサー操作とインサートエフェクトに割り当てた各エフェクトのパラメータ変更に
　至るまで、最大 100 履歴までの操作・設定を記憶し、UNDO／ REDO が可能。
　カット & トライで試行錯誤を繰り返し、緻密で妥協のないサウンドメイクとミキシ
　ングを実現します。

◆チャンネルストリップに 5 種類のエフェクトを搭載した STRIP エフェクト
　AUDIOトラックの各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに、基本の音作りに欠かせない GATE、COMP、EQ、SATURATION、 
　LIMITER の 5 種類を組み込み。選択や設定の手間もなく、すぐに立ち上げて音作りや調整が行えます。

◆Pre ／ Post ／ Rec それぞれに使用できるインサートエフェクトを最大 16 個まで拡張
　※Elements は Pre のみに最大 16 個

◆STRIP エフェクトとインサートエフェクトは前後入れ替えたエフェクト処理が可能

◆SEND は SEND レベルと SEND パンの調整が可能

◆複数トラック・複数コントロールを賢く管理する VCA フェーダー、Channel Link【Pro】
◎VCA フェーダー【Pro】
　指定した複数 AUDIOトラックの Volume、Panpot、Output Trim、Send Level、Send Pan、Solo、Mute をまとめてコントロール。
　多くのトラックを管理するプロジェクトで、効率良くミックスを進めるのに役立ちます。VCAトラックは、他のトラックと同様に、各コ
　ントロールのパラメータの動きを記録するオートメーションが可能です。VCA フェーダートラックのオートメーションは、リンクされたト
　ラックのオートメーションに加算されます。

◎Channel Link【Pro】
　複数トラックの Volume や Panpot などのコントロールをリンクして設定や操作が可能。Channel Link を設定しているトラックをオー
　トメーションした場合、同一 Channel Link に設定されている他のトラックのパラメータも変化します。
　◎AUDIOトラック：Volume、Panpot、Send1～8（Level ／ Pan）
　◎MIDIトラック：Volume、Panpot、Reverb、Chorus

◆5 種類のプラグインエフェクトを新たに搭載
　新たに VST プラグインエフェクト Chorus2、Phaser、Flanger、Distortion2、Dynamic EQ【Pro】の 5 種類を搭載。

◆すべての VST エフェクトで PIN コネクトと MS（Mid/Side）処理が可能
　L ／ R チャンネル両方あるいは L チャンネルや R チャンネルの片チャンネルのみにエフェクト処理が行える PIN コネクトと、エフェク
　トの前後で MS エンコードとデコードが行える MS 処理機能を装備。PIN コネクトと MS 処理を組み合わせて使用すると、MS 非対応の
　エフェクトでもステレオ信号を MID（CENTER）と SIDE に分解し、それぞれを個別に調整できる MS 対応のエフェクトとして使用可能
　です。

◆IK Multimedia SampleTank 4 SE とギタエフェクト AmpliTube METAL をバンドル
　（ダウンロードでご提供）【Pro】

◎SampleTank 4 SE（参考価格：18,000 円程度）
　厳選された 2,000 種類・30GB を超えるインストゥルメントと、70 種類の内部エフェクトを　
搭載したサウンド & グルーブワークステー　ション。コンサート・ピアノ、キーボード、ギター、
　ドラム、ストリングス、ブラス、シンセ、パーカッションなど 30GB を超えるライブラリを収録。

◎AmpliTube METAL（参考価格：12,000 円程度）
　ヘヴィなロック・サウンド専用の、初めてのアンプ & エフェクト・モデリング・ソフトウェア。
　Boss の 6 機種をはじめ、Electro Harmonix、Digitech、Pro Co RAT など 14 種類のストン
　プ。Mesa/Boogie、Peavey、Randall、Marshall JMP100 など 5 種類のハイゲイン・アンプ。
　13 種類のキャビネット。6 種類のマイク。9 種類のラック・エフェクト。ハードロックからオ
　ルタナティブまで、あらゆるロックミュージシャンを魅了するサウンドをご提供。

◆音楽理論を踏まえたコード進行の設計を支援する CHORD PAD を搭載
　作成する楽曲のキー（調）と現在指定しているコードを基準に、次に続く最適なコードや音楽
　理論上使えるコードを、コードの種類やディ　グリーネームごとに提示。音楽理論を必要とせず、
　正確でバリエーション溢れるコード進行の設計を支援します。
　すでに得意なコード進行パターンをお持ちの方には、新たなヒラメキを導くツールとしてご活用
　いただけるでしょう。

◆コード入力に使えるコードタイプを追加
　M7+5、mb5、7b5、b5 の 4 種類のコードタイプが追加されました。

◆ピアノロールエディタ
　Ch AfterTouch、Poly AfterTouch の 2 種類のコントローラ入力、コントロール入力時のグリッドスナップ、従来のコード構成音、ダイ
　アトニックスケールの色分けに加え、コードスケールでの色分けが追加されました。

◆ノートパレットに ShuffleMode Lock ボタンを追加
　MIDIトラックの音符入力時に使用するノートパレットに、シャッフルモードをロックする Shuffle Mode Lock ボタンを装備。誤操作に 
　よる音符入力のミスを防ぎます。

◆最大 100 個までのプロジェクトファイルを自動バックアップで楽曲制作に専念
　VSTi（インストゥルメント）のパラメータも含め、制作中の大切なプロジェクトファイルを指定した時間の間隔で自動的にバックアップ
　保存。不測のトラブルにより異常終了した場合も、終了前に保存されたファイルを読み込むことができ、被害を最小限に抑えられます。

◆エディット / 演奏カーソルは、マウスでドラックして移動可能
　演奏中もドラッグして演奏位置を変更できます。

◆ソングエディタの AUDIO トラックは、トラック内の各 AUDIO クリップの再生／非再生をボタン 1 つで設定可能

◆プレイパネルをウィンドウ下部へドッキング表示
　複数ウィンドウの表示／ワンウインドウでの表示に関わらず、常にウインドウ下部へ表示させることで快適な視認性を確保。スムーズ
　な操作を可能とします。

◆ABILITY 起動時にスタート画面で楽曲制作をナビゲーション
　新規作成するプロジェクトファイルのトラック構成のカスタマイズやテンプレートの選択、作成済みプロジェクトの読み込みなど楽曲制
　作のスタートを支援。ニュース欄にはアップデートなどの重要なニュースを表示します。

 

　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Elements を購入された方

　●無償バージョンアップについて
　　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/upgrade.html

※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。

NEWS RELEASE
情報解禁日：即日解禁  

      報道関係者　各位

DAW ソフト『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』
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、2019 年 7 月 18 日（木）に音楽作成ソフト「ABILITY 2.0 Pro」、「ABILITY 2.0 Elements」
の後継として、『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』を発売させていただきます。
　ABILITY は、定評のある高品位なサウンドクオリティをベースにレコーディングやサウンドデザイン、ミキシングからマスタリングまで制作のワー
クフローを統合し、あらゆるジャンルの表現に応えるための充実したインストゥルメントも収録したスタジオシステム。さらには、クリエーターのひら
めきやイメージを具現化するため、独自の作曲・アレンジ支援機能まで備えたオンリーワンな音楽制作ソフトウェアです。
　バージョン 3.0 は、ワンウィンドウモードによるスムーズな操作体系をサポート、ミキサーコンソールは VCA フェーダーの搭載や再設計により大幅
なスペックアップを図るとともに自由度の向上、マルチ音源「IK Multimedia SampleTank 4 SE」など演奏の幅を広げる VST インストゥルメント、ギター
エフェクト「AmpliTube Metal」や Dynamic EQ などを新たに搭載し、高品位なエフェクトも多数搭載。およそ 70 項目を超える新機能により、これ
からの楽曲制作をさらに力強く支援します。

商品ラインナップ
  　ABILITY 3.0 Pro ラインナップ 　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro 
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　54,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　38,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Pro アカデミック版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　36,000 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。

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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 2.0 Elements ラインナップ　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements 
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　30,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　22,500 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements アカデミック版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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。

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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）
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◆動作環境
●対応OS  ：　Windows 10（64bit,32bit）、Windows 8.1（64bit,32bit）、Windows 7（64bit,32bit）　　
　　　　　   　　 　　※すべて日本語版OSのみ対応　※64bit / 32bit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   ：　8GB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 3.o Pro：60GB以上、ABILITY 3.0 Elements：5GB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
●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
●インターネット接続環境 ：　アクティベーション、製品登録、アップデート、
　　　　　　　　　　　　　　　付属のソフト音源［SampleTank 4 SE / AmpliTube Metal/Grand Piano Model D / BFD Eco］のダウンロードに必要
　　　　　　　　　　 　 ※高速インターネット環境を推奨

◆機能比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　Pro  　　  Elements
 　　　ミキサー
 　　　　AUDIOトラックのRecエフェクト
 　　　　インサートエフェクト
 　　　　VCAフェーダー
 　　　　Channel Link
 　　　　ミキサーヒストリ—
 　　　同時使用可能なVSTi数　
 　　　収録VSTエフェクト
 　　　　Sonnox EQ / LIMITER / REVERB
 　　　　Sonnox De-Buzzer / De-Clicker / De-Noiser
　 　　　　IK Multimedia AmpliTube Metal　 　　　　　
　 　　　　8BAND EQ / IR REVERB / LINEAR PHASE EQ
　 　　　　Dynamic EQ 
　 　　　　MULTIBAND DELAY / MODULATION DELAY
　 　　　　LINEAR PHASE MULTIBAND COMP / VST Rack 
　 　　　　F-REX / Vocoder / Vocoder SC / Loudness Meter 　　　
　 　　　収録VSTインストゥルメント
　 　　　　IK Multimedia SampleTank 4 SE
　 　　　　BFD Eco/Grand Piano Model D
 　　　　LinPlug SPECTRAL / CrX4 / RMV / Saxlab2

◆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を除く）、Music Creator シリーズ｜Cakewalk  ● Cubase シリーズ（LE、AIを除く）、Sequel｜Steinberg
　● Studio One シリーズ（Free を除く）｜Presonus     ●Digitak Performerシリーズ｜MOTU
　● Pro Tools｜AVID    ● ACID シリーズ｜SONY● Live シリーズ（Liteを除く）｜Ableton
　● FL Studio｜IMAGE LINE SOFTWARE　　    ● XG WORKS、SOL｜YAMAHA 　
　● Music Maker シリーズ｜MAGIX  　● Reason、Record｜Propellerhead
　● バンドプロデューサー｜KAWAI   ● 各社 VOCALOID2／3／4 製品（当社製品含む。いずれもバージョンは問いません。）

◆無償バージョンアップキャンペーン
2019 年 6 月 1 日以降に下記の製品の「初回アクティベーション」をされたお客様は、無償でアップグレードしていただけます。
※ダウンロード版へのアップグレードとなります。

　●ABILITY 3.0 Pro への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro クロスアップグレード版（初回限定版を含む）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro バージョンアップ・優待販売版
　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Pro を購入された方

　●ABILITY 3.0 Elements への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements クロスアップグレード版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements バージョンアップ・優待販売版



商品詳細
　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/
　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。
　https://www.ssw.co.jp/press/

バージョンアップ・機能アップ点

◆ワンウィンドウモードをサポート
　楽曲制作の中枢を担うソングエディタとミキサーコンソール、メディアブラウザ、ステップシーケンサー、さらにはピアノロールエ 
　ディタ、スコアエディタ、ステップエディタほか各種エディタをワンウインドウにレイアウトして表示。優れた視認性で、ご使用の
　パソコンのディスプレイサイズにとらわれることなく、快適かつスピーディな楽曲制作環境を構築。編集内容や操作にあわせて、ワ 
　ンウィンドウモードでも各ウィンドウをフローティング表示することが可能です。従来通りの各ウインドウを独立した表示でもご使
　用可能です。

◆ミックスをリデザイン。スペックアップを図ったミキサーは自由度も大幅に向上
　一新されたミキサーコンソールは、各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに 
　GATE、COMP、EQ、SATURATION、LIMITER の 5 種類をビルトイン、Pre ／　
　Post ／ Rec それぞれに最大 16 個まで拡張されたインサートエフェクト
　（Elements は Pre に最大 16 個）、複数トラックやコントロールを管理する LINK　
　機能、ヒストリー機能の搭載など基本構造から再設計を行い大幅にスペックアップ。
　定評のある高品位なサウンドクオリティをさらに引き出し、パワフルなサウンドメ
　イクを可能にします。チャンネルストリップにビルトインされた STRIP エフェクト　
　の UI 表示、フェーダーの縦方向への拡大縮小、各トラックのスリム表示、全体／
　上段／下段の切り替え表示など、視認性や操作性が格段に向上し、スムーズなミキ
　シングのワークフローを実現。煩雑な操作に迷わされることなくミキシングへ集中
　していただけます。

◆ミキサーヒストリ—を搭載【Pro】
　ミキサー操作とインサートエフェクトに割り当てた各エフェクトのパラメータ変更に
　至るまで、最大 100 履歴までの操作・設定を記憶し、UNDO／ REDO が可能。
　カット & トライで試行錯誤を繰り返し、緻密で妥協のないサウンドメイクとミキシ
　ングを実現します。

◆チャンネルストリップに 5 種類のエフェクトを搭載した STRIP エフェクト
　AUDIOトラックの各チャンネルストリップの STRIP エフェクトに、基本の音作りに欠かせない GATE、COMP、EQ、SATURATION、 
　LIMITER の 5 種類を組み込み。選択や設定の手間もなく、すぐに立ち上げて音作りや調整が行えます。

◆Pre ／ Post ／ Rec それぞれに使用できるインサートエフェクトを最大 16 個まで拡張
　※Elements は Pre のみに最大 16 個

◆STRIP エフェクトとインサートエフェクトは前後入れ替えたエフェクト処理が可能

◆SEND は SEND レベルと SEND パンの調整が可能

◆複数トラック・複数コントロールを賢く管理する VCA フェーダー、Channel Link【Pro】
◎VCA フェーダー【Pro】
　指定した複数 AUDIOトラックの Volume、Panpot、Output Trim、Send Level、Send Pan、Solo、Mute をまとめてコントロール。
　多くのトラックを管理するプロジェクトで、効率良くミックスを進めるのに役立ちます。VCAトラックは、他のトラックと同様に、各コ
　ントロールのパラメータの動きを記録するオートメーションが可能です。VCA フェーダートラックのオートメーションは、リンクされたト
　ラックのオートメーションに加算されます。

◎Channel Link【Pro】
　複数トラックの Volume や Panpot などのコントロールをリンクして設定や操作が可能。Channel Link を設定しているトラックをオー
　トメーションした場合、同一 Channel Link に設定されている他のトラックのパラメータも変化します。
　◎AUDIOトラック：Volume、Panpot、Send1～8（Level ／ Pan）
　◎MIDIトラック：Volume、Panpot、Reverb、Chorus

◆5 種類のプラグインエフェクトを新たに搭載
　新たに VST プラグインエフェクト Chorus2、Phaser、Flanger、Distortion2、Dynamic EQ【Pro】の 5 種類を搭載。

◆すべての VST エフェクトで PIN コネクトと MS（Mid/Side）処理が可能
　L ／ R チャンネル両方あるいは L チャンネルや R チャンネルの片チャンネルのみにエフェクト処理が行える PIN コネクトと、エフェク
　トの前後で MS エンコードとデコードが行える MS 処理機能を装備。PIN コネクトと MS 処理を組み合わせて使用すると、MS 非対応の
　エフェクトでもステレオ信号を MID（CENTER）と SIDE に分解し、それぞれを個別に調整できる MS 対応のエフェクトとして使用可能
　です。

◆IK Multimedia SampleTank 4 SE とギタエフェクト AmpliTube METAL をバンドル
　（ダウンロードでご提供）【Pro】

◎SampleTank 4 SE（参考価格：18,000 円程度）
　厳選された 2,000 種類・30GB を超えるインストゥルメントと、70 種類の内部エフェクトを　
搭載したサウンド & グルーブワークステー　ション。コンサート・ピアノ、キーボード、ギター、
　ドラム、ストリングス、ブラス、シンセ、パーカッションなど 30GB を超えるライブラリを収録。

◎AmpliTube METAL（参考価格：12,000 円程度）
　ヘヴィなロック・サウンド専用の、初めてのアンプ & エフェクト・モデリング・ソフトウェア。
　Boss の 6 機種をはじめ、Electro Harmonix、Digitech、Pro Co RAT など 14 種類のストン
　プ。Mesa/Boogie、Peavey、Randall、Marshall JMP100 など 5 種類のハイゲイン・アンプ。
　13 種類のキャビネット。6 種類のマイク。9 種類のラック・エフェクト。ハードロックからオ
　ルタナティブまで、あらゆるロックミュージシャンを魅了するサウンドをご提供。

◆音楽理論を踏まえたコード進行の設計を支援する CHORD PAD を搭載
　作成する楽曲のキー（調）と現在指定しているコードを基準に、次に続く最適なコードや音楽
　理論上使えるコードを、コードの種類やディ　グリーネームごとに提示。音楽理論を必要とせず、
　正確でバリエーション溢れるコード進行の設計を支援します。
　すでに得意なコード進行パターンをお持ちの方には、新たなヒラメキを導くツールとしてご活用
　いただけるでしょう。

◆コード入力に使えるコードタイプを追加
　M7+5、mb5、7b5、b5 の 4 種類のコードタイプが追加されました。

◆ピアノロールエディタ
　Ch AfterTouch、Poly AfterTouch の 2 種類のコントローラ入力、コントロール入力時のグリッドスナップ、従来のコード構成音、ダイ
　アトニックスケールの色分けに加え、コードスケールでの色分けが追加されました。

◆ノートパレットに ShuffleMode Lock ボタンを追加
　MIDIトラックの音符入力時に使用するノートパレットに、シャッフルモードをロックする Shuffle Mode Lock ボタンを装備。誤操作に 
　よる音符入力のミスを防ぎます。

◆最大 100 個までのプロジェクトファイルを自動バックアップで楽曲制作に専念
　VSTi（インストゥルメント）のパラメータも含め、制作中の大切なプロジェクトファイルを指定した時間の間隔で自動的にバックアップ
　保存。不測のトラブルにより異常終了した場合も、終了前に保存されたファイルを読み込むことができ、被害を最小限に抑えられます。

◆エディット / 演奏カーソルは、マウスでドラックして移動可能
　演奏中もドラッグして演奏位置を変更できます。

◆ソングエディタの AUDIO トラックは、トラック内の各 AUDIO クリップの再生／非再生をボタン 1 つで設定可能

◆プレイパネルをウィンドウ下部へドッキング表示
　複数ウィンドウの表示／ワンウインドウでの表示に関わらず、常にウインドウ下部へ表示させることで快適な視認性を確保。スムーズ
　な操作を可能とします。

◆ABILITY 起動時にスタート画面で楽曲制作をナビゲーション
　新規作成するプロジェクトファイルのトラック構成のカスタマイズやテンプレートの選択、作成済みプロジェクトの読み込みなど楽曲制
　作のスタートを支援。ニュース欄にはアップデートなどの重要なニュースを表示します。

 

　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Elements を購入された方

　●無償バージョンアップについて
　　https://www.ssw.co.jp/products/ability3/upgrade.html

※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。

NEWS RELEASE
情報解禁日：即日解禁  

      報道関係者　各位

DAW ソフト『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』
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、2019 年 7 月 18 日（木）に音楽作成ソフト「ABILITY 2.0 Pro」、「ABILITY 2.0 Elements」
の後継として、『ABILITY 3.0 Pro』、『ABILITY 3.0 Elements』を発売させていただきます。
　ABILITY は、定評のある高品位なサウンドクオリティをベースにレコーディングやサウンドデザイン、ミキシングからマスタリングまで制作のワー
クフローを統合し、あらゆるジャンルの表現に応えるための充実したインストゥルメントも収録したスタジオシステム。さらには、クリエーターのひら
めきやイメージを具現化するため、独自の作曲・アレンジ支援機能まで備えたオンリーワンな音楽制作ソフトウェアです。
　バージョン 3.0 は、ワンウィンドウモードによるスムーズな操作体系をサポート、ミキサーコンソールは VCA フェーダーの搭載や再設計により大幅
なスペックアップを図るとともに自由度の向上、マルチ音源「IK Multimedia SampleTank 4 SE」など演奏の幅を広げる VST インストゥルメント、ギター
エフェクト「AmpliTube Metal」や Dynamic EQ などを新たに搭載し、高品位なエフェクトも多数搭載。およそ 70 項目を超える新機能により、これ
からの楽曲制作をさらに力強く支援します。

商品ラインナップ
  　ABILITY 3.0 Pro ラインナップ 　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro 
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　54,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　38,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Pro アカデミック版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　36,000 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。

  　　◎商品名　　　　　  ： 　ABILITY 3.0 Pro クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　  ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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 2.0 Elements ラインナップ　　：　発売予定日：2019 年 7 月 18 日（木）

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements 
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　30,000 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements ダウンロード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　22,500 円（税別）］

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements アカデミック版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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。

  　　◎商品名　　　　　 ： 　ABILITY 3.0 Elements クロスアップグレード版
  　　　価格　　　　　　 ： 　オープン価格　［参考：当社オンラインショップ shop.ssw.jp 価格　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）

◆動作環境
●対応OS  ：　Windows 10（64bit,32bit）、Windows 8.1（64bit,32bit）、Windows 7（64bit,32bit）　　
　　　　　   　　 　　※すべて日本語版OSのみ対応　※64bit / 32bit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   ：　8GB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 3.o Pro：60GB以上、ABILITY 3.0 Elements：5GB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
●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
●インターネット接続環境 ：　アクティベーション、製品登録、アップデート、
　　　　　　　　　　　　　　　付属のソフト音源［SampleTank 4 SE / AmpliTube Metal/Grand Piano Model D / BFD Eco］のダウンロードに必要
　　　　　　　　　　 　 ※高速インターネット環境を推奨

◆機能比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　Pro  　　  Elements
 　　　ミキサー
 　　　　AUDIOトラックのRecエフェクト
 　　　　インサートエフェクト
 　　　　VCAフェーダー
 　　　　Channel Link
 　　　　ミキサーヒストリ—
 　　　同時使用可能なVSTi数　
 　　　収録VSTエフェクト
 　　　　Sonnox EQ / LIMITER / REVERB
 　　　　Sonnox De-Buzzer / De-Clicker / De-Noiser
　 　　　　IK Multimedia AmpliTube Metal　 　　　　　
　 　　　　8BAND EQ / IR REVERB / LINEAR PHASE EQ
　 　　　　Dynamic EQ 
　 　　　　MULTIBAND DELAY / MODULATION DELAY
　 　　　　LINEAR PHASE MULTIBAND COMP / VST Rack 
　 　　　　F-REX / Vocoder / Vocoder SC / Loudness Meter 　　　
　 　　　収録VSTインストゥルメント
　 　　　　IK Multimedia SampleTank 4 SE
　 　　　　BFD Eco/Grand Piano Model D
 　　　　LinPlug SPECTRAL / CrX4 / RMV / Saxlab2

◆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を除く）、Music Creator シリーズ｜Cakewalk  ● Cubase シリーズ（LE、AIを除く）、Sequel｜Steinberg
　● Studio One シリーズ（Free を除く）｜Presonus     ●Digitak Performerシリーズ｜MOTU
　● Pro Tools｜AVID    ● ACID シリーズ｜SONY● Live シリーズ（Liteを除く）｜Ableton
　● FL Studio｜IMAGE LINE SOFTWARE　　    ● XG WORKS、SOL｜YAMAHA 　
　● Music Maker シリーズ｜MAGIX  　● Reason、Record｜Propellerhead
　● バンドプロデューサー｜KAWAI   ● 各社 VOCALOID2／3／4 製品（当社製品含む。いずれもバージョンは問いません。）

◆無償バージョンアップキャンペーン
2019 年 6 月 1 日以降に下記の製品の「初回アクティベーション」をされたお客様は、無償でアップグレードしていただけます。
※ダウンロード版へのアップグレードとなります。

　●ABILITY 3.0 Pro への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro クロスアップグレード版（初回限定版を含む）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Pro バージョンアップ・優待販売版
　　※バージョンアップ・優待販売で ABILITY 2.0(2.5) Pro を購入された方

　●ABILITY 3.0 Elements への無償バージョンアップ対象商品
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements 通常版（パッケージ版・ダウンロード版）
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements アカデミック版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements クロスアップグレード版
　◎ABILITY 2.0(2.5) Elements バージョンアップ・優待販売版

■当商品に関する読者・視聴者様ほか一般の方からのお問合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　URL https://www.ssw.co.jp/
お問合せ https://www.ssw.co.jp/q/


