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Q. メインのDAW

あなたが普段使っているDAWは以下のどれで
すか？
 ken さん http://www.dtmstation.com
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確認画⾯へ

作曲とMixはCubaseです
Midi編集とVSTの安定性が抜けていいのでずっとです
ただ最終処理はProtoolsですProtoolsの質感が好きなので(笑)

2018-01-02 21:45:41   

最初はCuebaseが標準かなと思って使い始めたのですが、⼤変分かりにくくていやになってしまって、使っていなかったMac-Book Pro
があったので、まずはガレージバンドから使い始めて。なれてきたのでLogic Pro Xに切り替えました。
Cuebaseはいつかはトライしてみたいとは思うのですが、なかなかLogic Pro Xの分かりやすさにはかなわないと思います。

2017-11-09 21:30:56   

cakewalkからのユーザーです。これしか使ったことない。

2017-09-17 14:30:30   

今は、Studio One 3のProfessionalを愛⽤しています

2017-09-06 10:44:46   

ymoに憧れデジタルパフォーマーを検討
プロフェットは⾼額なので断念

2017-01-27 18:15:46   

1.2からずっとユーザーです。
他のも持ってますが、なんだかんだで慣れてしまったのでいまだにメインです。
MIDIの打ち込みがもう少ししやすくなれば。。
でもループやライブラリから純正のソフトシンセであればライブラリから簡単に⾳を選べるのはとても便利です。（他のメーカーのソ
フトシンセや外部シンセの⾳⾊も同様に選べるといいのですが。。）

2016-02-22 01:22:29   

PC買い替えを機に、VST規格の本家と⾔う事で選びましたが、
作編曲からミックスまで、かなりお世話になってます。

ただし内蔵のインストゥルメントだけでは弱いので、
他社のソフトシンセを数多く導⼊していますが。

2014-11-29 01:39:21   

俺は基本的にプレイヤーなんでDAWなんてVSTとASIOが
安定して動いてくれりゃ何でも良いです。
逆⾔えば安定のためなら⾦を出せるという事でCubase。

2013-04-23 09:47:49   
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以前はLogicをメインで使ってましたが、
Pushのリリースを期にLive9 Suiteをメインにしました。
今はAPC40でコントロールしてますがハードシンセから⾳楽制作を始めたので
⾯倒な設定をすること無く、コントローラーでダイレクトに操作する⽅が
⾃分には向いていると思ったので。
Cubase７は作曲時に使⽤してます。
因に録⾳ボタンが嫌いですw

2013-03-31 04:39:49   

曲を作るときはCubaseでマスタリングする時にはStudioOneを使ってます。⼀応⽤途に分けて使っている⼈もいますよ、ということ
で。

2013-03-29 13:37:00   

Nuendoを使っています
趣味と仕事、両⽅で使うとなるとコレ⼀択ですね

2013-03-26 00:37:38   

H/Wの実機を使っている感覚で使いやすいのでREASON⼀択です。これ以外は"触ったことがある"程度で、あまりしっくりこないで
す。

2013-03-25 18:15:31   

20歳の学⽣です。Digital Performer 8を使っています。
SONARからの乗り換えで最初は少々⼾惑いましたが、MIDI関連のコマンドが充実していて打ち込むのがとても楽。
信号のルーティングがしやすいのも何気にポイント。

2013-03-25 17:33:04   

Studio Oneは後発なだけに操作が簡略化されてて気に⼊ってます
⾳源の追加やバスルーティングも楽で良い

2013-03-23 16:37:24   

過去にLogicの⾳質じゃNGが出た仕事があって、そこで思い切ってCubase,ProToolsに乗り換えました。今はStudioOneが気になるけ
ど、気に⼊ってるし、しばらくはCubaseかなぁ。

2013-03-22 12:26:20   

MuTools。すべての構成要素がin/outを持ったモジュールになっているという構成は、とっつきにくいし使いやすいとは⾔えないけど、
便利。

2013-03-21 20:03:45   

StudioOneはホントにいいですよ。デモ版を⼆時間触っただけで乗り換えましたｗ

2013-03-21 17:42:18   
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