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アンケート新規作成  お知らせ ヘルプ

Q. DTMへの予算は？

2015年下半期、DTM機材やソフト、楽器の予
算はどのくらいですか？また買う予定のモ
ノ、ジャンルがあれば、ぜひコメント欄にお
書きください。
 ken さん http://www.dtmstation.com
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※ タグの書き込みはできません
※ コメントの修正、削除には必ずパスワードが必要ですので必ず保管してください。

確認画⾯へ

JD-XIをそろそろ買いたい

2015-07-31 23:09:48   

SOUND Canvas for iOSのVST版が出てくれれば・・・
シーケンサー付きの総合⾳源なんて便利ですよねえ

2015-07-30 19:07:01   

MOTU DP8からDP9へのバージョンアップ他

2015-07-29 22:45:55   

iconnect audio4+欲しい！ ところでこれのレビューをお願いできますでしょうか？

2015-07-29 21:43:45   

年内は今の環境のままの予定です。
SONARをアップグレードするにはPCをリプレースしないとだし、どうせならオーディオIFとMIDIキーボードもと30万円以内で収まる
かな？と・・・

2015-07-27 22:10:34   

ABILITY Proを何とかクロスアップグレードで！！

2015-07-21 12:56:04   

マスタリングソフトを購⼊予定です。

2015-07-19 19:13:23   

WAVESのプラグインが欲しいッス。

2015-07-19 11:33:42   

少なくともボカロライブラリ数種とreface DXの購⼊は決定しているので、それで察してください（笑）。
※実際はDTM外の楽器も含めると更に増える⾒込みですが（汗）。

2015-07-14 11:04:39   

まだプロで稼いでるわけではないので、
ひと機材３〜５万以内でおさめる様にしています。

〜100,000円 鈍⾊猫

0円 torite

〜30,000円 グッピー

〜50,000円 RT

0円 多摩っ⼦

〜30,000円 J

〜30,000円 松阪の⽜

〜50,000円 中野の掃除屋

内緒 優海亭笙楽
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仕事ができる様になったら１０〜１５まで上げようと思ってます。

2015-07-13 14:33:55   

具体的な製品は決まってませんが、この辺を限度と考えてます。なんとなく欲しいなってものを全部買うと
経済危機が⼀緒についてきますので・・・

2015-07-12 22:41:32   

DAWもソフトシンセも無料。そんな今の時代を満喫しています。

2015-07-10 00:26:16   

〜30,000のつもりが、refaceのおかげでどうなるか分かりません、、、

2015-07-09 22:35:24   

上期はハードシンセとソフト⾳源で散財しました。下期もソフト⾳源の強化を考えていますが国内メーカーの新製品にも⼼が動いてい
ます。

2015-07-09 09:08:06   

必要なもの、⽬と⽬があったもの、インスピレーションをかきたてるものは、当然買いです。今の時代、週に10回くらい⾷事を確保で
きれば、⼗分健康に⽣活できます。

2015-07-06 13:07:41   

Marshall 1960Aの特注
ORANGE DUAL DARK 50も安い店⾒つけたので視野に⼊れてます その前にDARK TERRORをGETします
JD-XAの⽩モデルも出して欲しいですね 年内に買えるかは微妙

ギターやってると10万なんて軽く超えてしまいます

2015-07-05 22:21:57   

上半期でWUP更新と、Omnisphere2へのアップをしたので…後半は⾃作PCパーツの強化かなぁ?と思っています。

2015-07-05 01:10:17   

6⽉にK10Uのupg等もあり上半期で10万円超えてました。
下半期はWindows10と新PCへ移⾏の兼ね合いもあり様⼦⾒なんですが
これだけは欲しいと思っているのがSound Radix の Pi です。
(3⽉にｾｰﾙやってたのを⾒逃してしまった…)

2015-07-04 17:43:37   

WavesのGoldが７⽉から期間限定29800円で売ってる。これですでに予算消化。

2015-07-04 13:26:02   
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それ以上 ぴあの

内緒 ンパネ

〜300,000円 氷⽛

〜100,000円 Herb

〜50,000円 zen

〜30,000円 ムジカ

http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172292/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172292/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172276/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172276/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172227/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172227/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172225/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172225/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172220/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172220/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172178/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172178/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172120/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172120/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172094/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172094/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172075/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172075/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_edit/122060/172071/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/comment_delete/122060/172071/


2019/12/2 DTMへの予算は︖ - 忍者アンケートフォーム

dtmstation.enq1.shinobi.jp/enquete_p/122060/ 4/4

VOCALOIDライブラリを幾つか

2015-07-03 18:09:45   

とりあえず、iOS9の動向を⾒てから考えます。

2015-07-03 12:46:12   

上半期出費が影響して・・・・。シビアですが。

2015-07-03 11:32:34   

ドラム⾳源を購⼊予定です。

2015-07-03 01:29:02   

〜50,000円 ⼤根

内緒 ふみゆき

内緒 rock ok!!

〜50,000円 Aoken
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