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２０１２年１１月２６日 

 

 ■魅力あふれる女性声によるおしゃべり声や歌声の合成が楽しめるアプリ 

iPad/iPhone 向けアプリケーション 

『iVOCALOID 蒼姫ラピス』 

『VocaloWitter 蒼姫ラピス』 

− i-style Project による発売記念コンテストも 12 月 7 日（金）より開催、本日より発売 − 

 

 ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市中区中沢町 10-1、社長：梅村 充）は、VOCALOID™3 歌声ライ

ブラリ「蒼姫ラピス」を採用した iPad、iPhone 向けアプリケーション『iVOCALOID 蒼姫ラピス』と

『VocaloWitter（ボカロウィッター） 蒼姫ラピス』を発売します。本日より App Store で購入しダウ

ンロードすることができます。 

 

＜価格と発売日＞ 

品名 アプリケーション名 対応機種 税込価格 発売日 

iPad、iPhone 向けアプリ

ケーション 

iVOCALOID 蒼姫ラピス 

iPad/ 

iPod touch/

iPhone *1 

2,400 円 *3 

11 月 26 日（月）

VocaloWitter 蒼姫ラピス

iPad/ 

iPod touch/ 

iPhone *2 

600 円 *4 

 

*1：iPad（第 3世代、初代）、iPad2、iPhone 5/4S/4、iPod touch（第 4世代以降）、iOS 4.2 以降対応。  

*2：iPad（第 3世代、初代）、iPad2、iPhone 5/4S/4/3GS、iPod touch（第 4世代以降）、iOS 5.0 以降対応。  

*3 : 12 月 16 日までは期間限定価格 1,000 円（税込） 

*4 : 12 月 16 日までは期間限定価格 250 円（税込） 

 

＜製品の概要＞ 

 当社は 2010 年より、当社が開発した歌声合成ソフト「VOCALOID」を、iPad や iPhone でも楽しめ

るように最適化した「iVOCALOID」シリーズと「VocaloWitter」を発売してきました。「iVOCALOID」

シリーズは、本格的な歌声の制作を iPad や iPhone でも楽しめるアプリケーションです。

「VocaloWitter」は、タッチスクリーンに指先で歌詞とピッチカーブを入力するだけで、おしゃべり

声やちょっとした歌声の合成が楽しめるアプリケーションです。 
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「蒼姫ラピス」は i-style Project 注 1によって誕生した日本語の女性声の VOCALOID3 歌声ライブラ

リで、少し憂いのある中音域と、ハキハキとした元気あふれる高音域が魅力です。歌声の主（通称：

中の人）は、VOCALOID 歌声ライブラリ史上初となる一般オーディションによって選ばれた「江口 菜子

（えぐち なこ）」です。製品には「身長 150mm の妖精の歌姫」というこだわりの世界観にもとづく、

製品名と同名のシンボルキャラクターが設定されています。 

今回、「iVOCALOID」「VocaloWitter」の歌声ライブラリに「蒼姫ラピス」を採用することで、iPad

や iPhone で、どこでも手軽に、魅力あふれる「蒼姫ラピス」の歌声による歌声合成やおしゃべり声の

合成を楽しめるようになりました。 

なお、本製品の発売を記念して、i-style Project によるコンテストも同時に開催されます。 

 

［注1］ 「i-style Project」は、株式会社スタジオディーン（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：野口 和

紀）と株式会社サーファーズパラダイス（本社：東京都台東区、代表取締役：津守 友美）が手がけるプ

ロジェクトです。従来の VOCALOID ユーザーのみならず、VOCALOID に触れたことのないユーザーも対象と

した、VOCALOID による新しい形のライフスタイルを実現し、提供することを目的としたプロジェクトで

す。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

 

＜ iVOCALOID 蒼姫ラピスの主な特長＞ 

１． 手軽かつ本格的に「蒼姫ラピス」の歌声での歌声制作が可能に 

iPad や iPhone のタッチスクリーンに最適化された「iVOCALOID」シリーズのインターフェー

スによって、歌詞と音程を指先で入力するだけで「蒼姫ラピス」の歌声で歌声制作が楽しめ

ます。「iVOCALOID」シリーズの豊富な機能を使えば、音量やビブラート、ピッチベンドをタッ

チ操作にてコントールできるほか、伴奏機能やリバーブ機能などにも対応しているため、本

格的な歌声の制作も可能です。また、ユーザーの入力する歌詞や音程にフレキシブルに対応

できるように、160MB を超える大容量の歌声ライブラリを搭載しています。 

 
* 発音できる言語は日本語のみです。 歌詞の入力は、ひらがな、カタカナ、ローマ字に対応しています。 

* １曲の長さは 17 小節まで、最小の音符の分解能は 8 分音符までです。 

* PC 版「VOCALOID」用のシーケンスファイル（vsq,vsqx）の読み込みには対応していません。 

 

２． 有名クリエイターによる 3曲のデモ楽曲を収録 

本製品には「iVOCALOID」シリーズ初となるデモ楽曲が収録されています。有名クリエイター

によって制作された 3 曲のデモ楽曲それぞれに対して、メロディのみ、メロディとリズム、

メロディと伴奏の 3パターンの音源を収録しました。有名クリエイターの音源を参考に、ボー

カルパートの制作が楽しめます。 
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<収録デモ楽曲> 

1. 「Daydream Flight」 みうみう 

2. 「煙に巻けッ！」 ちえ P/リョータイ 

3. 「ラズリ」  エハミック 

 

 

 

 

＜ VocaloWitter 蒼姫ラピスの主な特長＞ 

１． どこでも手軽に「蒼姫ラピス」の声でおしゃべり合成音の制作が可能に 

指先で約 3秒間のピッチカーブと歌詞をタッチスクリーンに入力するだけで、「蒼姫ラピス」

の声を使って、簡単な歌声やおしゃべり声を手軽に制作できます。『iVOCALOID 蒼姫ラピス』

と同様に、ユーザーの入力する歌詞や音程にフレキシブルに対応できるように、160MB を超

える大容量の歌声ライブラリを搭載しています。 

 
* 発音できる言語は日本語のみで、歌詞の入力は、ひらがな、カタカナ、ローマ字に対応しています。 

 

 

２． 作品をインターネットに手軽に投稿 

「VocaloWitter」シリーズの機能を使えば、作成した歌声やおしゃべり声をオーディオファ

イルとして YouTube にアップロードし、さらにその内容を Twitter に投稿できます。自分の

思いのままのニュアンスを込めた作品を手軽にインターネット上に投稿できます。 
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＜発売記念コンテストの概要＞ 

本製品の発売を記念して、i-style Project によるコンテストが開催されます。各コンテストの優秀

作品には賞品の贈呈が予定されています。 

 

名 称 ： 『iVOCALOID 蒼姫ラピス』『VocaloWitter 蒼姫ラピス』発売記念コンテスト 

日 時 ： 2012 年 12 月 7 日（金）から 2013 年 1 月 15 日（火） 

対 象 ： 本製品を使用して制作された楽曲またはおしゃべり声 

注意事項 ： コンテストの詳細は、2012 年 12 月 7日（金）に、i-style Project の公式ウェブサ

イト（ http://i-style.surpara.com/ ）にて掲載される予定です。 

内 容  ： 現在、予定されているコンテストは以下のとおりです。なお、i-sytle Project にて、

これ以外のコンテストの開催も検討されています。 

コンテスト名 内容 

17 小節うたコンテスト お題にもとづいて『iVOCALOID 蒼姫ラピス』にて制作された最大

17 小節のオリジナル楽曲を募集。 

※お題の例：「蒼姫ラピス」など 

ぼかつぶコンテスト お題にもとづいて『VocaloWitter 蒼姫ラピス』にて制作されたお

しゃべり合成音を募集。 

※お題の例：「今、この瞬間にほしいもの」 など 
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©i-style Project                      ©i-style Project 

 

iPad/iPhone 向けアプリケーション       iPad/iPhone 向けアプリケーション 

  『iVOCALOID 蒼姫ラピス』          『VocaloWitter 蒼姫ラピス』 

2,400 円（税込）                 600 円（税込） 

 

 

 

 

＊VOCALOID は、ヤマハ株式会社の登録商標です。 

＊Apple、iPad、iPod、iPod touch および App Store は、米国およびその他の国々で登録された

Apple Inc.の商標です。 

＊その他の文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。 

 

 
この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 広報部 宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 担当：新川 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/ 
  （取材申し込みや広報資料請求が可能です。） 

■ 一般の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 VOCALOID3 製品 専用窓口 

 http://www.vocaloid.com/support/ 
 （お問い合わせはメールでの対応のみとさせていただいております。） 


