Avid

Pro Tools 12
創ろう、繋がろう、聴かせよう

Pro Tools® は、作曲、録音、オーディオ編集、ミキシングに必要な全てを提供し、多くの音楽、映画、TV番組業界で活用されています。そして今、Pro
Tools 12は、低価格なサブスクリプション・ライセンスや永続ライセンス、さらに無償で使用できるPro Tools | Firstなどライセンスオプションの追加によ
りこれまで以上にお試しいただきやすくなりました。また、将来的に搭載が予定されている、Avid® Cloud Collaboration機能やAvid マーケットプレイ
スへのアクセスを可能とします。

パワー、パフォーマンス、汎用性の高さを体験

主な特長

Pro Toolsは、プロフェッショナル・レベルの音楽やオーディオミックスを素早く制作するために必要
な機能と能力を提供します。他のDAWを凌駕する処理能力により、限界のないミックス作業が可能で

Pro Tools ソフトウェア

す。豊富なバーチャル・インストゥルメントやエフェクトを活用して、より繊細豊かなサウンドを作った
り複雑なミックスに対応できます。さらに、Avid Video Engineにより、Pro Toolsタイムラインから直

•

高い処理能力でよりクリエイティブなミックス
が可能

•

無類の音質とパワフルな64ビットのパフォー
マンス

柔軟なPro Toolsライセンス形態

•

最大96のオーディオ・トラックまで対応でき、
大規模ミックスが可能

Pro Toolsの購入・使用方法の選択肢が増えました。今こそPro Toolsが提供するパワーと高いサウンド
クオリティで、最高のミックスを作成しましょう。Pro Tools とノートパソコンがあれば、スタジオ、家、

•

バーチャル・インストゥルメント、MIDIエディタ、
楽譜エディタを使って作曲

出先でも、音楽・オーディオ制作が可能です。低価格の月契約（国内開始時期未定）または年契約で

•

Pro Toolsタイムライン上でHDビデオの再生と

•

60以上のAAX バーチャル･インストゥルメント

編集が可能

やエフェクト・プラグインを使ってより良いミッ
クスを作成

•

業界のプロフェッショナルが信頼をおくオート
メーション・ツールで、ミキシング作業をスピー
ドアップ

•

クラウド環境で、他のPro Toolsユーザーとつな
がり、コラボレーション (近日搭載予定 )

•

Avidマーケットプレイスにて、完成作品を公開・
販売し(近日開始予定 )

ライセンス形態

•

サブスクリプション･ライセンスまたは、永続ラ
イセンスでの提供

•

新規購入の場合、1年間のアップグレード/スタン
ダードサポートが同梱

Pro Tools 12 ソフトウェア with I/Oバンドル

Pro Tools | Duet、Pro Tools | Quartet、Pro
Tools | Eleven Rackに永続ライセンスとして
同梱

•

た、Pro Toolsの完全無償版Pro Tools | Firstから初めてみるものよいでしょう。

クラウド環境で繋がって、協業作業
Pro Toolsなら、世界中にいる才能豊かな人たちとコラボレーションして最高の作品が制作できます。近日
発売予定のAvid Cloud Collaboration機能を使うと、Pro Tools内から、
アーティスト、
ミュージシャン、
エ
ンジニア、
ミキサー、
プロデューサーなど、世界中のどこにいる他のPro Toolsユーザーとでも繋がり、
まる
で同じ部屋にいるかのように協業することができます。

作品をターゲット・オーディエンスに公開
Avid Marketplace（まもなく開始予定）は、ビジネスのチャンスを拓きます。オーディオ、映画、TV番組、放
送局などのメディア・プロフェッショナルとつながるコミュニティや、完成した音楽やオーディオ作品を販売・
ライセンス契約するためのクリエイティブ作品を公開する機会を提供します。Pro Toolsなら、努力して制
作した作品に対して評価や収益を達成することができます。

Pro Toolsにまもなく搭載が予定されているオープンかつユニバーサルな新しいメタデータ・スキーマ

エントリーレベルの無償版(ダウンロードでの
提供)

Pro Tools 12 ソフトウェア

•

のサブスクリプション・ライセンスなら、必要なときだけPro Toolsにアクセスすることができます。ま

アセットを管理、
トラッキング

Pro Tools | First

•

接HDビデオを再生・編集することも可能です。

新規購入の場合、アップグレード/スタンダード
サポートは非同梱（別途購入可能）

は、作成する全てのプロジェクトやアセットの管理、トラッキング、記録を支援します。つまり、誰がどこ
の何を変更したかについての記録やバージョン管理、正確なクレジット情報の提供が簡単に行えるた
め、メディア・クリエイターおよびディストリビューター全員がクリエイティブ作業に関する情報を簡単
にトラッキングすることが可能になります。その結果、作品で収益を得られたり、将来のプロジェクトで
は仕事を得る機会を得られるかもしれません。

最新バージョンで最先端のミックスを
全てのPro Tools 製品、アップグレード製品、サブスクリプション・ライセンス製品に、Avidアップグレー
ドおよびサポートサービス・プランが同梱されます。そのため、新しい機能がリリースされたら、クラウ
ド経由ですぐに最新機能を入手し、常に最新の環境を維持することができます。このアップグレードお
よびサポートサービス・プランには、近日予定されているCloud Collabotion機能など将来予定されて
いる全てのソフトウェア・アップデートおよびアップグレード（アップグレードおよびサポートサービス・
プランの有効期間内）のほかに、24時間いつでもどこでも必要なときにCustomer Careチームから
専門知識やアドバイスを受ける権利が含まれます（日本語での対応は業務時間内、それ以外は英語で
の対応）。

詳細は、avid.com/JP/products/family/Pro-Tools をご覧ください。
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ソフトウェア比較
機能

Pro Tools

Pro Tools | First

96 / 48 / 24
(モノまたはステレオ)

16 / 16 / (モノまたはステレオ)

32

4

インストゥルメント・
トラック

64

16

MIDIトラック

512

16

AUXトラック

128

16

無制限

無制限

1

n/a

AAX Native、AAX AudioSuite

AAX Native、AAX AudioSuite

対応トラック数
ヴォイス (48 / 96 / 192 kHzでのオーディオ同時再生)
オーディオ録音 (同時)

バス
ビデオトラック
機能
プラグイン・サポート
ループレコーディング/トラック・コンプ・ワークフロー

○

○

MIDIエディタ

○

○

Sibelius® 記譜エディタ

○

エラスティック・タイムおよびエラスティック・ピッチ

○

バンドルされているインストゥルメントおよびエフェクト

○

60以上のバーチャルインストゥルメントおよび

エフェクト、
サウンドプロセッシング、
ユーティリ
ティプラグイン

Xpand!2、20以上のエフェクト、サウンドプロセッシン
グ、
ユーティリティプラグイン

自動遅延補正

○

○

n/a

Beat Detective™ (マルチトラック)

○

AAF/OMF®/MXF ファイル交換

○

QuickPunch™ (非破壊録音モード)

○

タイムコード・ルーラー

○

Avid Video Engine

○

クリップゲイン

○

オフラインバウンス

○

MP3オプション

○

iTunesへのエクスポート

○

セッションデータのフルインポート

○

フィールドレコーダー・ワークフロー

○

Avid Video Engine

○

○

○

必要

iLok 2

不要

Pro Tools ソフトウェア情報
同梱内容

システム要件

• プラグイン:
• バーチャル・インストゥルメント:
• Avid認証 Mac または PC*
ディレイ、
フランジ、そ • iLok用USBポート (ソフトウェアのダウンロードにはイン
°Boom:ドラム・マシンおよびシーケンサー
°AIR エフェクト: 高品質リバーブ、
の他エフェクト
ターネットへの接続が必要です)
°DB-33: 回転スピーカーでのトーンホイール・オルガン
°Avid Channel Strip: System 5 EQ およびコンプレッ • iLok USB Smart Key (ソフトウェア・オーソライゼーシ
°Mini Grand: アコースティック・グランド・ピアノ
ション・モデラー
°Structure Free: サンプル・プレイヤー
ョン用)
・チューブ・シンセサイザー
°BF 76: 1176 コンプレッサー・エミュレーション
°Vacuum: モノフォニック・
°Xpand!2: シンセサイザーおよびサンプル・ワークス
°D-Verb™: プロフェッショナル・レベルのリバーブおよび
* システム要件や互換性情報については、 弊社Webサ
テーション
アンビエンス処理
イト http://www.avid.com/JP/products/pro®
エフェクト・エミュレーター
°Eleven Lite: ギターアンプ、
• 60以上ものエフェクト、サウンド処理、ユーティリティ
tools-software#Specifications をご覧ください。
°EQ III および Dynamics III: 高品質 EQ およびコンプ
が同梱
レッサー/リミッター
°Maxim™: ピーク・リミッターおよびマスタリング
上記内容は予告なく変更される可能性がございます。

詳細は、avid.com/JP/products/family/Pro-Tools をご覧ください。
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