
この度はタックシステム社製品「SYNCHRO ARTS社」製品をお買い上げいただき、まことにあり
がとうございます。 
本製品をご利用頂く為のインストレーション方法、iLok-Activation方法をご説明します。 

パッキングリスト 

「初めにお読みください」（本冊子）には、製品のオーソライズに必要なコード（シリアル番
号）、 パッキングリスト・使用許諾条件の他、ユーザ登録方法、インストール方法など、導入時に
必要な情報が記載されています。  

๏ 本書は再発行致しません。大切に保管してください。 
๏ 別紙で「Authorize Card」が同梱されている パッケージは、 別紙に「Authorize 
Card」 シリアル番号（Authorizeation Code）が記載されています。 
「最初にお読みください」には、商品のメーカー名、製品型番、製造番号が記載さ
れています。本商品のアフターケアのためにたいへん重要な書類です。「 最初にお
読みください」は大切に保管してください。 
ユーザー登録を行うと、日本国内に於けるアップグレードのご優待、及びメールに
よるサポート等、様々なサービスを受けることが出来ます。 
本製品のオーソライズには、iLok USB（別売り）が必要です。 

　  

シリアル番号＜Authorizeation Code＞ 

  
Printed by  TAC SYSTEM,Inc.20170209 Fukuhara. 

・ インストールCD-R（Macintosh / Windows ＊ハイブリット） 1 枚
・ 最初にお読みください 1 通

シリアル番号＜Authorize Code / オーソライズコード＞ 

パッケージ同梱「Authorize Card」をご参照ください。

—� —1

初めにお読みください



ソフトウェア 使用許諾条件 

使用許諾の条件 
タックシステム株式会社は、SYNCHRO ARTS プラグイン・ソフトウェア（以下本ソフトウエアという）
を、本ソフトウエアパッケージ付属の使用者登録書に使用者として氏名を記載した方（以下本ソフトウエア管
理者）および本ソフトウエア管理者から本ソフトウエアの利用を認められた利用者（以下本ソフトウエア利
用者）に対し、以下に記載された内容の全てに同意することを条件に本ソフトウエアの使用を許可します。タッ
クシステム株式会社のソフトウエア販売元、販売店またはこれらの社員は以下に記載の内容に関しいかなる修
正拡大または追加をなすことを授権されていません。 

本ソフトウエア管理者の責任 
本ソフトウエア管理者は、本ソフトウエア管理者の責任に於いて、本ソフトウエア利用者の利用を認証・管
理しなければなりません。すなわち本ソフトウエアは本ソフトウエア管理者の善良な管理の元でのみ利用さ
れなければなりません。 

著作権の表示 
本ソフトウエアのプログラム等およびこれに附属する操作マニュアルはタックシステム株式会社により、全て
の著作権が保有され、日本国著作権法により保護されています。 

複製・頒布の禁止 
タックシステム株式会社は日本国著作権法に基づきタックシステム株式会社の書面による同意なしでは、一部
または全部を問わずプログラム等や操作マニュアルの複製およびその頒布を無償有償を問わず禁止しています。
複製とはプログラムCD-ROM等を、他の媒体へのコピーすること。または操作マニュアルを他の言語や書式
に翻訳、書換えすることを含みます。これを黙殺、または無視したために生じたタックシステム株式会社の損
害に関する全ての賠償責任は、これを黙殺または無視した本ソフトウエア管理者にあります。 

ただし、本ソフトウエアパッケージあるいは操作マニュアルに記載されている＜指定された媒体にプログラム
等をインストールすること＞あるいは＜PDFファイルなどの形式で提供している操作マニュアルをそのままの
状態で紙に印刷すること＞はソフトウエアの正常な使用に含まれ、ここにいう複製にはあたりません。 

保証と責任の範囲 
タックシステム株式会社は本ソフトウエアに関し明示または黙示の品質、性能、商品価値またはいかなる特定
の使用目的に対する適合性について、いかなる保証もいたしません。また、タックシステム株式会社は本ソフ
トウエア付属のハードウエアプロテクトキーまたは操作マニュアルの欠陥の結果発生する直接、間接、特別ま
たは必然的な損害について仮に当該損害が発生する可能性があると告知されていた場合でも何らの責任を負
いません。同時にタックシステム株式会社は、プログラム等またはデータの回復に要する費用また再製に要す
る費用を含めて一切の責任を負いません。すなわち本ソフトウエアは現在あるがままの状態で販売されるも
のです。本ソフトウエア管理者は本ソフトウエアの品質および性能に関する全責任を負担するものとします。 

個人情報の取り扱いについて 
タックシステム株式会社は、お客様の個人情報を、次の目的のために利用させていただきます。 

　・新製品のご紹介 

　・ソフトウェアのアップデートのご案内 

　・特別キャンペーンやイベントなどのご案内 

お預かりした個人情報の取り扱いについては細心の注意を払います。また第三者に提供することはいたしませ
ん。 

以上 
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インストール方法 

本製品をご利用頂く為のインストレーション方法、iLok-Activation方法をご説明します。 

各種製品のご説明

スタンドアローン・アプリケーションです。「Revoice Pro Link」Plug-inが付属します。（Mac） 
 

Plug-in　ソフトウェアです。VST3/ARA、Audio Unit(Macのみ）、ProToolsDAW別に
UserManualが準備されています。 

Plug-in　ソフトウェアとスタンドアローンアプリケーションが付属しています。VST3/ARA、
Audio Unit(Macのみ）、ProToolsDAW別にUserManualが準備されています。 

スタンドアローン・アプリケーションです。（Macintoshのみ） 

iLok-Activation　（iLoklicenseManagerにシリアルを登録する）

「iLok License Manager」を起動＞Licenseをデポジット＞iLok (USB)にLicenseを移動する流れ
をご説明します。 

iLok License Managerを起動する 
๏ iLok　License Manager、ライセンス移動方法について詳しくは、タックシステ
ム社Web＞サポート・サービス＞ダウンロード＞iLok項目をご参照ください。 
  http://www.tacsystem.com/support/download/001128.html 

1. iLok License Manager（アプリケーション）を起動します。 
2. 下記項目を入力します。（入力は全てローマ字でお願いします。） 

画面左の「Sign In」をクリックすると、「Sign In」ダイアログが表示されます。
UserID、Passwordを入力し、「Sign in」ボタンをクリックします。 
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๏ iLok.comのアカウントを作成されていない場合は、http://www.ilok.comへアクセ
スし作成してください。  

3. 正常にログインできた場合、左上の「Sign in」->「User アイコン」に切り替わりま
す。 

4. Userアイコンをクリックすると、アカウント全体の情報が表示されます。 

  

Licenseを取得（デポジット）する 
5. Licenseメニュー＞Redeem Activation Codeを選択します。 

  
6. Authorization Card内容を参照し、オーソライズコードを入力し、Nextボタンをク
リックしてください。続いて確認画面が表示されますので、内容確認し、Licenseを
取得します。 

  
7. このプロセスが正常に終了するとAvailable (未ダウンロード)タブにご購入頂いた製
品のライセンスがデポジットされます。 
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LicenseをiLok(USB)へ移動する 
8. Available (未ダウンロード)タブに表示された「移動したいライセンス」をお手持ち
のiLok (USB アイコン）へドラッグします。 

  
9. 確認画面が表示されますので、OKをクリックします。  
๏このダイアログは「Do not show again」チェックボタンにチェックする事で、次
回設定時以降、表示させない設定が可能です。 

  
10.正常にライセンスをロケーション先に移動終了した場合、「Successful Activation」
（作業は正常に終了しました）ダイアログが現れます。「OK」ボタンをクリックし
ます。 

๏このダイアログは「Do not show again」チェックボタンにチェックする事で、次
回設定時以降、表示させない設定が可能です。 

  
11.正常にライセンスをロケーション先に移動終了した場合、「Successful Activation」
（作業は正常に終了しました）ダイアログが現れます。「OK」ボタンをクリックし
ます。 

12.ロケーション先に、ライセンスがデポジットされている事を確認します。 
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最新インストーラをダウンロードする

本パッケージには、マスターCD-R（インストーラ）が付属していますが、最新のインストーラは、
SYNCHRO ARTS社HPダウンロードサイトからダウンロードをおこなってください。 

http://www.synchroarts.com/downloads/ 
インストーラは、各種（Macintosh / Windows）タイプ別になっています。それぞれ必要なインス
トーラを選択してください。 

（例：REVOICE PRO 3の場合） 
Macintosh -> インストーラ（1種類）、User Manual 
Windows->インストーラ（32bit / 64bit いずれか１種類）、User Manual。 
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（例：VOCALIGN PRO 4 の場合） 
Macintosh->ProTools で利用する場合、ProTools10以下用、若しくはProTools 11以上（AAX）
のいずれか、Audio Unit対応、若しくはVST 3対応のDTMソフトウェアご利用の場合、VST /ARA 
Plug-in、Audio Unit Plug-inインストーラのいずれか。各種User Manual。 
Windows->ProTools で利用する場合、ProTools10以下用、若しくはProTools 11以上（AAX）の
いずれか、VST 3対応のDTMソフトウェアご利用の場合、VST /ARA Plug-in（32bit / 64bit）イ
ンストーラのいずれか。各種User Manual。 

同ページ下部に、User Manualで利用する「TUTORIALS AND SAMPLE AUDIO」をダウンロー
ドするページが収納されています。こちらも合わせご確認ください。 

以上 
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ユーザー登録　・控え 

本ページをコピーし、タックシステム社までFAXしてください。ユーザ登録確認後、日本国内に於
けるユーザ・サポートを受け付けます。ユーザー・サポート期間は、ご購入日より一年間です。 

๏FAXによる登録はFAX確認後、登録完了まで２～３週間必要です。インター
ネットによるご登録をお薦めします。（「 ユーザー・サポート / ユーザー
登録」参照） 

FAX送信先 : 
03-3442-1526   タックシステム株式会社　ユーザー登録係

発信者　（ご担当者と異なる場合記
載）

        -             -

発信番号（ご登録FAX番号を記載）         -             -

登録区
分

□個
人

□法人・学校 □その他
（法人・学校名）　

（所属部署）

ご担当者名 姓 名

カナ 　

漢字

ご住所 〒         -             

　

TEL:         -             -

FAX:         -             -

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　＠

製品情報

製品型番 　パッケージ同梱「ユーザ登録控え」参照

製品番号

購入年月日　　　　　/     /        　　
　　　

購入店名：
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