Basic FX Suite V1.5.1 for Mac Release Notes
System Requirements for Software
Supported Plug-in Formats

VST3, AU, AAX

OS

macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11.x

CPU

Intel multicore processor (Intel Core i5 or faster recommended),
or Apple silicon, with Rosetta 2 installed

Memory

4 GB

Hard Disk

Free disk space of 1.2 GB or more; high-speed hard disk

Display

1280 x 800; full color

Other

Internet connection required for download, installation,
activation, account setup and personal / product registration.

Main Revisions and Enhancements
V1.5.0 to V1.5.1
-

Now supports macOS 11.

- Changed the system requirements.
- Solved a problem in which you could not enter values for plugins other than the last plugin
when multiple plugin editors of the same type were opened.

Legacy Updates
V1.1.2 to V1.5.0
Common to all plugins
- Refined the GUI designs, and were compatible with HiDPI, ensuring improved visibility on
high-resolution monitors.
-

Now compatible with AAX Native. You can use the plug-ins with Pro Tools.

-

More than 75 presets are now available.

- Implemented INPUT/OUTPUT meters for each plug-in.
Sweet Spot Morphing Channel Strip
- Featured a spectrum view of the EQ graph.

- Now includes convenient independent On/Off switches for each EQ band.

- Now includes a convenient On/Off switch for the side chain filter.
- Implemented a side chain meter.
- Integrated the separate plug-ins for the Stereo and Mono channels.
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Basic FX Suite V1.5.1 for Mac リリースノート
ソフトウェアの動作環境
対応プラグインフォーマット

VST3、AU、AAX

OS

macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、macOS 11.x

CPU

Intel マルチコアプロセッサ（Intel Core i5 以上推奨）、または Rosetta 2
がインストールされた Apple シリコン

メモリー

4GB

ハードディスク

1.2 GB 以上の空き容量、高速なハードディスク

画面解像度

1280 x 800 フルカラー

その他

インターネット接続環境(ダウンロード、インストール、アクティベーション、アカウ
ント設定、ユーザー情報/製品情報登録用)

主なアップデートの内容
V1.5.0 → V1.5.1
- macOS 11 に対応しました。
- 動作環境を変更しました。
- 同じ種類のプラグインエディタを複数開くと、最後のプラグインしか値の入力ができない問題を修正しました。

過去のアップデート内容
V1.1.2 → V1.5.0
全プラグイン共通
- GUI のデザインを一新し、HiDPI 対応しました。高解像度モニターでの視認性を向上しました。
- AAX プラグインフォーマットに対応し、Pro Tools で使用できるようになりました。
- 75 個以上のプリセットを追加しました。
- 各プラグインに INPUT/OUTPUT メーターを追加しました。
Sweet Spot Morphing Channel Strip

- EQ グラフにスペクトラム表示できるようになりました。
- EQ の各バンドを個別に ON/OFF できるようになりました。

- サイドチェーンフィルターの ON/OFF ができるようになりました。
- サイドチェーンメーターを追加しました。
- Stereo チャンネル用と Mono チャンネル用で分かれていたプラグインを統合しました。
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