
 

Copyright © CRIMSON TECHNOLOGY, Inc. All Rights Reserved. 

Voidol 2 インストールガイド 
 

このガイドでは Windows 10と macOS、それぞれの OSに Voidol2をインストールし使用するため

の方法を説明します。 
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はじめに 

 

商標について 

 

・Voidol はクリムゾンテクノロジー株式会社の登録商標です。 

・Voidol2 の声質変換で用いられているリアチェンはクリムゾンテクノロジー株式会社の登録商

標です。 

・その他記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。 

 

 

 

ご使用にあたってのお願い 

 

・本書に記載された製品および仕様は、製品の改良などのために予告なしに変更することがあ

ります。 

・また、本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がご

ざいましたら、こちらの連絡フォーム（https://crimsontech.jp/about-us/contact/）へご連絡ください

ますようお願いいたします。 

・Voidol2 を運用した結果の影響につきましては、上記項目に関わらず責任を負いかねますので

ご了承ください。 

・本ソフトウエアは非商用の個人用として販売しております。企業さま、商用の場合は別途ライ

センス契約が必要となります。 

 

 

動作推奨環境 
 OS CPU メモリ 

Windows Windows 10 64bit 以上 
Intel / AMD Dual Core 以上のプロセッ

サー(Intel Core i5 2.5GHz 以上推奨) 
4GB 以上 

mac0S macOS Catalina 以上 Intel Core i5 2.5GHz 以上 4GB 以上 

 

 

推奨オーディオ環境 

 推奨オーディオ環境 

Windows 
オーディオインターフェイスとマイクの併用を推奨 

macOS 

 

以前のバージョンの Voidol をご利用の方へ 

複数のバージョンの Voidol を同一 PC にインストールすることはできません。Voidol2 をインスト

ールいただいた際、以前のバージョンの Voidol が自動的にアップデートされます。  

https://crimsontech.jp/about-us/contact/
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Windows 10へのインストール 

Windows 10 に Voidol2 をインストールする方法 

 

ダウンロードした zip ファイルと購入時に入手したライセンスキーをご用意ください。ダウンロード

した zip ファイルを解凍すると、解凍したフォルダの中にセットアップ実行ファイル

（VoidolSetup.exe）が含まれています。 

 

 
VoidolSetup.exe をダブルクリックするか、右クリックで「開く」を選択しインストーラを実行します。 

 

【重要】VoidolSetup.exe を起動した際、「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します

か？」という表示が出る場合があります。その場合は「はい」を選択してセットアップへ進みま

す。 

 

 
最初に使用許諾契約書をご確認いただき、「使用許諾契約書に同意します」にチェックを入れて

「インストール」をクリックします。 

 

 
Voidol2 をインストール中です。 
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インストールが完了しました。「完了」をクリックしてインストーラを終了します。 

 

すぐに Voidol2 を起動したい場合は「Voidol を起動する」にチェックを入れてインストーラを終了

します。 

 

Windows スタートメニューのアプリ一覧より、Voidol フォルダー内の Voidol のアイコンをクリック

し、Voidol2 を起動します。初回の起動時には、本インストールガイド内の「Voidol2 のライセンス

登録」を参考に、Voidol2 のライセンス登録をおこなってください。 

※試用版の Voidol2 をご利用の方へ 

試用版をご利用の方はライセンスキー付属の Voidol2 をご購入いただくことで、機能制限なしに

利用することが可能になります。ライセンスキー付属の Voidol2 をご購入された際は本インスト

ールガイド内の「Voidol2 のライセンス登録」を参考に、Voidol2 のライセンス登録をおこなってく

ださい。 
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macOSへのインストール 

 

macOS に Voidol2 をインストールする方法 

 

ダウンロードしたファイルと購入時に入手したライセンスキーをご用意ください。 

dmg ファイルをダブルクリックすると、以下の pkg ファイルが表示されます。 

 

  
Voidol.pkg をダブルクリックするか、右クリックで「開く」を選択しインストーラを実行します。 

 

 
「続ける」をクリックします。 

 

 
Voidol2 のインストーラについて、大切な情報が表示されます。内容を確認し「続ける」をクリック

します。 

 

 



Voidol2 インストールガイド 

 

6 / 10 

 
 

 
使用許諾条項をご確認いただき、「続ける」をクリックし、「同意する」を選択します。 

 

 
インストールの種類を確認し、「インストール」をクリックします。 
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インストールが完了しました。 

 

次にライセンスキーを使って Voidol2 のライセンス登録を行います。 

Launchpad や Finder から Voidol を起動します。初回の起動時には、本インストールガイドの

「Voidol2 のライセンス登録」を参考に Voidol2 のライセンス登録をおこなってください 

 

※試用版の Voidol2 をご利用の方へ 

試用版をご利用の方はライセンスキー付属の Voidol2 をご購入いただくことで、機能制限なしに

利用することが可能になります。ライセンスキー付属の Voidol2 をご購入された際は本インスト

ールガイド内の「Voidol2 のライセンス登録」を参考に、Voidol2 のライセンス登録をおこなってく

ださい。 
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Voidol2のライセンス登録 

 

Voidol2 を利用するためにはインストール後のライセンス登録が必要です。 

初回の起動時にはライセンス登録ウインドウが表示されます。 

※ライセンス登録にはネットワークに接続する必要があります。 

   

  
ライセンスキーの入力画面 

 

  
あらかじめ用意しておいたライセンスキーを入力またはコピーアンドペーストします。正しいライ

センスキーを入力して「登録」ボタンをクリックすると Voidol2 のメイン画面が表示されます。 

 

 
初回起動時はハウリング抑制のため、オーディオ環境の設定が一部完了してお 

らず、赤いバナー上にエラーメッセージが表示されます。アプリ内のヘルプメ 

ニューからユーザーガイドを参照して設定を行ってください。 
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SAMPLE PLAYER用オーディオファイルのインストール 

 

 
 

ダウンロードした Voidol_v2.xx フォルダーを解凍すると、Copy This Folder to Your PC フォルダ

ーが見えます。 

このフォルダーをドライブ内の「書類」等好みの場所へドラッグ＆ドロップしてコピーしてください。 

中には SE や BGM として利用できるオーディオファイルが入っています。 

Voidol2 の SAMPLE PLAYER にドラッグ&ドロップしてご利用ください。 

このオーディオファイルを移動したり消したりすると音が出なくなりますのでご注意ください。 
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お問い合わせ先 

 

 

 

 

以上を試してみても改善されない場合はこちらの連絡フォーム（https://crimsontech.jp/about-

us/contact/）へご連絡ください。 

 

試用版でのテスト後の購入を前提としておりますので、品質に起因する返金は致しませ

ん。また、電話、チャット等でのサポートはお受けしておりませんのでご了承ください。 

 

 

                             インストールガイド作成日 2021/09/29 
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