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ようこそ Avid オーディオ･フォーラム（DUC）へ 
 
このドキュメントでは、Avid オーディオ･フォーラム（以下 DUC）をご利用頂く上で必要となる DUC アカウントの登

録方法をご説明いたします。 

アカウントの登録には有効な E メールアドレスが必要です。 

 

 

1. ホームページへアクセスする 

 

先ずは、DUC ホームページ（http://duc.avid.com/）へアクセスしてください。DUC ホームページへは、Avid ホーム

ページから、「コミュニティ」、「Pro Tools フォーラム」と進んで頂く方法でもアクセス可能です。（図 1） 

 

図 1 

 

2. 登録画面へ進む 

 

ホームページが表示されましたら、下図の”Register”と表示された箇所をクリックしてください。（図 2） 
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3. 利用規約に同意する 

 

次のページでは、利用規約へ同意を求められますので、確認事項にチェックをした上で、”Register”ボタンをクリ

ックしてください。（図 3） 

チェック欄の訳文： 「私は Avid オーディオ・フォーラムのルールを理解し、これを承諾します」 

 
（図 3） 

本フォーラムをご利用頂く上でのルールの概要 

 

 Avid 製品をご使用頂く上での技術的な内容のみ投稿頂けます 

 製品の使用方法や操作方法に関する投稿はお控えください 

 丁寧な表現をこころがけ、建設的なディスカッションを行ってください 

 製品の宣伝に当たる行為はお控えください 

 製品の売買に関連した投稿はお控えください 

 ご質問を投稿される際は、過去に同様の案件がないか事前に検索してください 

 憶測に基づく記述はお控えください 

 

詳細につきましては、日本語の利用規約

（http://akmedia.digidesign.com/support/docs/DUC.terms.and.conditions_70722.pdf）をご覧ください。 

 

 

4. 必要事項を記入する 

 

次のページでは、全ての必要事項を記入してください。（図 4A） 

 

User Name  任意のユーザーネーム（半角英数） 

Password  任意のパスワード （半角英数） 

Confirm Password パスワード再入力 

Email Address  E メールアドレス（実際にご使用のものを入力してください） 

Confirm Email Address E メールアドレス再入力 

Random Question ランダムの設問 （例： DUC の U は何の U? 答え： User） 

Location   所在地（例： Tokyo） 

Reason for ......  本フォーラムご利用の動機 （例： For technical reference and resource）  

Time Zone  (GMT +9:00) Tokyo, Seoul, Osaka, Sapporo, Yakutsuk をお選びください 

DST Correction Option サマータイム自動補正（デフォルトのままで問題ありません） 

Receive Email  フォーラムからのメール送信を拒否される場合は下にチェックを入れてください 

System Detail  ご使用システム詳細（例： Pro Tools 9, OS10.6.6, 003 Factory） 

 



上記をご記入頂きました上で”Click to Register”をクリックしてください。（図 4B） 
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5. アカウントのアクティベート 

 

次のページではアカウントのアクティベーションを促されます。（図 5） 

 
（図 5） 

ステップ 4 で入力された E メールアドレスまで次のような文面のメールが届きますので、To Complete your 

registration, please visit this URL:と記された部分の下の URL をクリックし、アクティベートのページへアクセスし

てください。 

 

送信されるメールの例： 

 
Dear XXXXX, 
 
Thank you for registering at the Avid Audio Forums. Before we can activate your account one last step must be taken 
to complete your registration. 
 
Please note - you must complete this last step to become a registered member. You will only need to visit this URL 
once to activate your account. 
 
To complete your registration, please visit this URL: 
http://duc.avid.com/register.php?a=act&u=0000000&i=XXXXXXX0000000b9c9dXXXXXXXd 
↑該当 URL （注：このガイドの URL ではなく、実際に送られた E メールのものをクリックしてください） 
 
<a href="http://duc.avid.com/register.php?a=act&u=XXXXXXX0000000000XXXXXXXd">America Online Users 
Please Visit Here to be Activated</a> 
 
**** Does The Above URL Not Work? **** 
If the above URL does not work, please use your Web browser to go to: 
http://duc.avid.com/register.php?a=ver 
 
Please be sure not to add extra spaces. You will need to type in your username and activation number on the page 
that appears when you visit the URL. 
 
Your Username is: XXXXXXX 
Your Activation ID is: XXXXX00000XXXXX00000XXXXX 
 
If you are still having problems signing up please contact a member of our support staff at 
webmaster@digidesign.com 
 
All the best, 
Avid Audio Forums 
 

 

 

 

 



 

6. アクティベートの完了 

 

ステップ 5 のメールに記載された URL へアクセスすると、自動的にアクティベートが完了します。（図 6） 
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これにて登録完了です。以後は、今回設定して頂きましたユーザーネームとパスワードでログインを行ってくださ

い。 

 

それでは、DUC を存分にご活用ください。 

 

 

Avid オーディオ・フォーラム管理局 


