
Band-in-a-Box インストールガイド
はじめにお読みください

ソフトウェア開封の前に必ず本冊子内のソフトウェア使用許諾契約書をご確認ください
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ソフトウェア使用許諾契約書

フロンティアファクトリー株式会社

本製品が収録された媒体（USBメモリまたはHDD）の梱包を開封する前に、まず本契約書をお読みください。本
契約書は、本製品をお客様に使用していただく前提となる条件を記載したものです。本契約書にご同意いただけ
ない場合には、媒体の梱包を開封を行わず、ご購入後 30日以内に領収書とともに、ご購入いただいた販売店様
までご返却の上、代金の返金をお申し出ください。また、本契約書にご同意いただいたお客様は、速やかにユー
ザー登録を行ってください。 バージョンアップや使用方法などの製品に関するサポートは、あくまでもユーザー登
録をしていただいたお客様のみを対象として行います。本製品をインストールし、ご使用を開始された時点で、本
契約書に同意したものとみなされます

第１条（著作権）
本製品の著作権は、弊社もしくは弊社に頒布権・販売権等を許諾した会社および個人が専有します。本製品は
本書の内容に従ってご使用ください。

第２条（使用許諾の制限事項）
本製品のご使用にあたっては、著作権および営業上の秘密保護の必要性から以下の制限事項のもとでソフト
ウェアを使用することを条件とします。
1) 弊社は、本契約書を了承しユーザー登録を行っていただいたお客様に本製品の仕様を許諾いたします。
2) ソフトウェアが収録されたメディアのバックアップは、お客様以外の第三者に使用させることはできません。
3) 本ソフトウェアの一部、全体にかかわらず、譲渡、貸与、リース、転売、分与などを行うことはできません。
4) 本ソフトウェアの一部、全体にかかわらず、修正、改変、翻訳、分解、デコンパイル、逆アセンブルなどを行うこ
とはできません。
5) 本ソフトウェアをネットワークやその他の通信手段を通じて電子移転させることはできません。

第３条（複製の制限）
本製品の使用は三台の機器に限ります。 本製品の複製については、お客様ご自身が使用する三台のコンピュー
タにコピー（インストール）する場合を除き、許諾されません。

第４条（ユーザー登録）
お客様は、本製品開封後、速やかにユーザー登録を行ってください。ユーザー登録情報をもとに、有償もしくは無
償の制限保証（第５条）を行います。また、製品におけるテクニカルサポートは製品毎に添付された書類に記載さ
れた方法にて行います。ただし、サポートの方式・期間については事前の告知なく変更される場合があります。ま
た、製品サポートはあくまでもユーザーに快適な利用環境を提供するために行う合法的な範囲の利用支援業務を
指すものとし、本契約書にて対象としていない業務を含むものではありません。

第５条（電子データについての制限保証）
弊社は、通常の使用下において、購入日から90日間、ソフトウェアおよびインストーラに製造上の瑕疵がないこ
とを保証します。本契約書に基づく弊社の責任および購入者に対する救済の内容は、本状規定の保証に合致し
ないことが弊社にて確認された場合に限られます。なお、弊社は、事故、濫用または誤用によりソフトウェアおよび
コンピュータに瑕疵が生じた場合の責任を負いません。商品価値と特定の目的に対する適合性を含めて、ソフト
ウェアのすべての黙示的な保証は、製品を受け取ってから90日以内に制限されています。本保証は特定の法的
権利を供与するものですが、その他の権利については該当する法規に従うものとします。

第６条（ソフトウェアについての保証の放棄）
お客様は、ソフトウェアの使用に関するリスクはすべてお客様ご自身が負うことを明白に理解し同意するものと
します。ソフトウェアおよび関連書類は、一切の保証または条件を伴わずに現状有姿で適用されるものとし、弊社
は、商品価値と特定の目的に対する適合性についての黙示的保証を含めて、明示または黙示的な保証を行いま
せん。弊社ソフトウェアの機能がお客様の要求を満たすこと、ソフトウェアが中断せずに正常に稼働すること、並
びにソフトウェアにおける欠陥が修正されることにいずれについても何ら保証を行いません。さらに弊社は、ソフ
トウェアおよび関連書類の使用、並びにそれらの使用によりもたらされる成果の的確性、正確性、信頼性並びに
その他一切に関しても何ら保証を行いません。弊社による口頭もしくは書面での一切の情報、説明、助言等は、お
客様に対する新たな保証を意味するものではなく、また、本契約書に基づく保証の範囲を拡大するものではあり
ません。
いかなる場合であっても、弊社はお客様が本ソフトウェアを使用することにより生じる損失、商業的利益の逸失、
商業の支障その他のいかなる損害について、たとえかかる損害が生じる可能性があることにつき通知を受けて
いた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
本ソフトウェアを使用したことにより、お客様のデータがソフトウェアの誤動作、ハードウェアの故障、ハードウェア
の誤動作、その他どのような理由によって破棄された場合でも、弊社での保証は致しかねます。万一に備えて、重
要なデータはあらかじめバックアップを行うようにお願いいたします。

第７条（免責、および補償）
本製品に関しての弊社の責任は、前期の電子データについての制限補償（第５条）とし、ユーザー登録を行ってい
ただいたお客様に限らせていただきます。なお、現実損害に対する弊社の席にはその原因がいかなるものであ
れ、その損害を引き起こしたソフトウェアの入手時にお客様が支払った金額を超えない部分に限られます。本契
約における弊社の補償業務としては、弊社の任意により、以下のいずれかの方法に寄って行われるものとしま
す。
1) ソフトウェア入手時に発行された領収書、またはそのコピーに記入された金額の払い戻し。
2) 弊社の補償対象の条件を満たすデータと交換する。

第８条（その他）
本契約は、お客様が本媒体を開封した日から成立いたします。本契約書に定められていない事項は、著作権法お
よび関連法規に従うものとします。本製品の仕様などは予告なく変更される場合があります。



Band-in-a-Box についてのご注意
1. 製品登録について
テクニカルサポートやバージョンアップなど、各種サービスをお受け頂くには、製品登録を行っていた だく必要
がございます。製品登録がお済みでないお客様からのお問い合わせはお断りさせていただいて おりますので、
あらかじめご了承ください。製品登録は、下記マイページよりお手続きください。 また、バージョンアップのお
客様につきましても、シリアル番号をマイページに登録していただく必要がご ざいます。 
マイページ www.biab.mu/support/ 

2. ユーザーサポートお問い合わせ窓口 
フロンティアファクトリー株式会社
住所：〒162-0054　東京都新宿区河田町 3-51-506
お問い合わせフォーム : https://direct.frontierfactory.co.jp/login.html 
※ユーザーページへログイン後問い合わせフォームよりお問い合わせください。 
※お電話によるサポートはございません。 
※ご質問内容によってはお時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
※マニュアルに記載のある方法で正しい動作をしない場合などを除き、作品の具体的な制作・表現方法のご 
　相談につきましてはお受けできません。
※Band-in-a-Box 及び RealBand 以外の付属品につきましては、サポート対象外となります。 

3. ライセンス認証について
Band-in-a-Box を使用するには、ライセンス認証を行っていただく必要がございます。認証を行わなくても 
30 日間は、試用版扱いでご利用いただけますが、その間に手続きを完了しなければ、起動できなくなります
のでご注意ください。（インターネット環境必須）
本製品の使用は三台の機器に限ります。別のコンピューターで使用する際には、使用しているコンピューター
にてライセンス認証の解除を行い、新たに使用するコンピューターにて再度ライセンス認証を行っていただく必
要があります。詳細は、本ガイドのインストール方法の項目や、プログラム内に含まれるPDFマニュアル、フ
ロンティアファクトリー株式会社の Band-in-a-Box サイトのサポートページをご確認ください。

4. EverythingPAK 付属の HDDについて
EverythingPAK の HDDは、購入から6ヶ月間の保証期間がございます。通常使用での認識不良など
の場合は、サポートへお問い合わせください。

動作環境とグレードごとの収録素材集

動作環境
■対応 OS： Windows® 11/10/8(8.1)/7 日本語版
■メモリ： 1GB 以上（推奨 2GB 以上）
■CPU： 1.0GHz（推奨 2.0GHz 以上）
■ストレージの空き容量：
　[BasicPAK] 30ＧＢ以上
　[MegaPAK] 40ＧＢ以上
　[EverythingPAK] 外付け HDD を直接起動する場合 150ＭＢ以上
　内蔵ストレージにプログラムをインストールして起動する場合 30ＧＢ以上
　内蔵ストレージにプログラムとリアル素材をインストールして起動する場合 170ＧＢ以上
■モニタ解像度：1024 x 768 ピクセル以上（推奨 1360×768 ピクセル以上）
■インターネット環境（ライセンス認証を行うのに必要です。お使いのコンピューターがインターネットに　　
接続できない場合は、メールで認証を行っていただきます。）
■USB2.0 ポート（EverythingPAK の場合。下位互換のあるUSB3.0 ポートを推奨）
■その他： 必要に応じ、PC サウンドカード、外部 MIDI 音源等の MIDI システム等

各グレード収録素材数

スタイル

リアルドラム

リアルトラック

MIDIスーパートラック

製品メディア

BasicPAK

約1,000種類

129種類

566種類

61種類

USBメモリ

ＭｅｇａPAK

約3,000種類

193種類

778種類

87種類

USBメモリ

ＥｖｅｒｙｔｈｉｎｇPAK

約9,700種類

760種類

3,463種類

296種類

2.5インチHDD

※各グレードによるアプリケーションの機能差異はありません。
※グレードにより収録する音素材の数、製品メディア（USBメモリまたは HDD）が異なります。



ライセンス認証の方法
1. Band-in-a-Box アプリケーションの起動時に、30日間のカウントダウンの表示と共にライセンス認証の実行
画面が表示されます。
30日間以内にライセンス認証を行っていただく必要がございます。すぐにライセンス認証を行う場合は
「今実行する」をクリックしてください。
※コンピューターがインターネットに接続されている必要があります。
2. シリアル番号の入力画面が表示されますので、パッケージに同梱されたライセンスカードに記載された
シリアル番号を入力してください。
3. インターネットを介してライセンス認証が実行されます。画面が表示されましたらライセンス認証は完了です。
「OK」ボタンをクリックしてBand-in-a-Boxをお楽しみください。

1. メニューの「ヘルプ」にある「ライセンス認証ユーティリティー」から、「ライセンス認証オプション
（認証の解除・復元）」を選択してください。
2. 確認画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。
3. 次の画面で「ライセンス認証の解除」を選択していただくことでライセンス認証が解除されます。
これにより別のコンピューターでライセンス認証が可能になります。

インストールガイド

アプリケーションのインストール手順はグレード毎に異なりますが、インストーラーを起動して表示される画面に
従ってインストールを進めていただくだけでインストールは完了いたします。

※ご注意：インストールは、コンピューターの管理者権限のあるアカウントで行って
ください。

・BasicPAK と MegaPAK の場合のご注意：
　USB メモリ内にあるインストールプログラム「Band-in-a-Box」からインストールを開始していただき、
　インストールが完了しましたら、「Real」「Plugins」と順にそれぞれインストールを行ってください。
・EverythingPAK のご注意：
　EverythingPAKに付属の別紙に従ってHDDをコンピューターに接続してください。

※ご注意：インストール後、ライセンス認証を行っていただく必要がございます。（イ
ンターネット接続必須）ライセンス認証の方法の項目を必ずご覧ください。

インストール手順
下記手順は参考となります。グレードやご使用の環境によりメニューや手順が異なりますので、基本的には
表示される記載を読み、指示に従ってインストールを進めてください。
1. USBメモリ、またはHDD内にある「Setup.exe」をダブルクリックするとインストーラーが起動します。
画面が反転して画像 aの画面が表示される場合は、表示されたウィンドウの「はい」のボタンをクリックしてく
ださい。

2. 「セットアップへようこそ」の画面が表示されましたら、「次へ」ボタンをクリックしてください。
3. 「インストールに関する情報」の画面が表示されましたら、記載をご覧いただき「次へ」ボタンをクリッ
クしてください。
4. 「コンポーネントの選択」画面が表示されましたら、インストールする項目のチェックボックスにチェックを
入れてください。
通常はそのまま「次へ」ボタンをクリックしてください。

5. 各種インストールが開始されますので、表示される画面に従っ
てインストールを進めてください。
6. 使用許諾書の画面が表示されましたら、記載をご覧いただき
同意される場合は、「同意する」にチェックを入れて「次へ」ボ
タンをクリックしてください。
※同意しない場合、インストールを中断し終了します。
7. 右記画面が表示されましたら、インストールするフォルダを選
択していただくことが可能です。
通常は、変更する必要はありません。そのまま変更なしで「次へ」
ボタンをクリックしてインストールを進めてください。
8.インストールを進めると、再度「コンポーネントの選択」やショートカットの設置についての画面が表示され
ます。お好みによって選択してください。
これらも通常は、変更なしで「次へ」ボタンをクリックしてインストールを進めてください。
9. Band-in-a-Box に含まれる各種プラグインのインストール等が続きますので、表示に従ってインストール
を進めてください。

各グレードごとの詳細は製品サイトにて記載がございます。

ライセンス認証の解除方法

画像 a

製品サイト  https://www.biab.mu



2. プロパティ画面からログインしているユーザーの名称を選択し、
　「編集」ボタンをクリックしてください。Band-in-a-Box 起動時のご注意

管理者モードでの起動方法

常に管理者モードで起動するように設定する方法

※ご注意：Band-in-a-Box はプログラムを管理者モードで起動することを
　前提としております。

1. プログラムを右クリックすることで下記画像のようにメニューが表示されます。

常にBand-in-a-Boxを管理者モードで実行するようにする方法となります。
1. プログラムを右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」を選択します。
（Explorer からプログラムを表示してください）

2. 「管理者として実行」を選択してください。
これにより管理者モードでBand-in-a-Boxを起動します。

3. 次の画面にて、「フルコントロール」の「許可」をクリックしてください。

4. 「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。設定は完了です。


