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最新の PDF 形式（PDF 1.7）に対応した本格 PDF 作成・編集ソフト 

「いきなり®PDF EDIT 3」 

2008 年 7 月 4 日（金）発売 
 

ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15Ｆ 代表取締役社
長：松田憲幸）は、PDFファイルを作成・直接編集できるソフト「いきなりPDF EDIT 3」（税込6,980円）、およ
び「いきなりPDF」シリーズ最多機能を搭載する、PDFを極める4本パック「いきなりPDF COMPLETE 4」を 
2008年7月4日（金）に発売いたします。 

 
【「いきなりPDF EDIT 3」の製品概要】 

「いきなりPDF EDIT 3」は、6,980円というお求めやすい価格ながら、PDFファイルの新規作成はもちろ
ん、ワープロ感覚でPDFを開いて直接編集することができる本格的なPDF編集ソフトの最新版です。今回
のバージョンアップでは、最新のPDF形式であるPDF 1.7に対応。閲覧履歴の保存や、お気に入りファイル
の管理もできるようになりました。また、ユーザーインターフェースを一新し、使いやすさも向上。PDFのテキ
スト編集から電子署名の作成まで、幅広くPDFを使いこなすことのできる圧倒的なコストパフォーマンスを誇
る製品です。 
 
【「いきなりPDF EDIT 3」の主な特長】 

●PDF 1.7対応 【NEW】 
●64bit環境対応 
●Officeへのプラグイン 【Power Up】 
●文章（テキスト）の追加・編集 
●図形、テキストボックス（オブジェクト）の編集 
●電子署名の付与 
●各種注釈挿入ツール 
●ボタンなどフォームオブジェクトの追加 

●閲覧履歴の保存 【NEW】 
●お気に入りの管理 【NEW】 
●しおりの作成・編集 
●ページの切り抜き編集 
●ページの回転編集 
●ハイパーリンクの挿入 
●添付ファイル 
 

 
【「いきなりPDF COMPLETE 4」収録製品】 
以下の4製品が収録されています。 

 
製品名 用途 
いきなりPDF EDIT 3 PDF作成・編集 
いきなりPDF to Data EX PDF読み取り・データ変換 
いきなりPDF from スキャナ 2 スキャンデータから透明テキスト付きPDFを作成 
ぴったり ホームページ印刷 Pro 複数ファイルをぴったり1枚のPDFに出力 
 
 

「いきなり PDF EDIT 3」の特長 
 
■PDF 1.7 に対応 【NEW】 

PDF 1.7 の読み込み・編集に対応。新しい暗号化規格（128bit AES）が使用できます。 

 

■テキストやオブジェクトの編集 

Word や PowerPoint 感覚で、ページ内の文字の修正が楽々できま

す。すでに配置されているオブジェクトや文章を、PDF のまま自由に

編集したり、PDF を新規作成したりできます。 

 

■電子署名の付与 

電子署名を利用することによって文書の改ざんを防ぎ、本人証明が

できます。 
＜テキスト編集画面＞ 
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■注釈コメントの追加 

付箋やテキストボックス、スタンプ、添付ファイルなどの注釈を付けることができます。既存の文書にコメント

を加えることができます。 

 

■しおりの作成 

ページ数の多い PDF にしおりを作成すると、目的のページを探すのが簡単になります。 
 
■ハイパーリンクの挿入 
しおりやハイパーリンクなど、クリックするだけで目的のページやwebに移動するように設定することができま
す。 
 
■ページの切り抜き編集 
ページ内の必要な部分だけの切り抜きが可能。数値を設定してトリミングすることもできます。 
 

■ページの回転編集 

縦横が逆で見にくい PDF も回転することで見やすくすることができます。 

 
■Officeへのプラグイン 
Word・Excel・PowerPointのメニューに組み込んで、そのまま１クリックで
PDFに変換することができます。設定画面もボタン1つで開きます。 
（Office 2000/2002/2003/2007対応） 
 
■閲覧履歴の保存 【NEW】 
最大30日前までに使用したファイルの履歴を保存しておくことができま
す。 
 
■お気に入りの管理 【NEW】 
気に入ったファイルはアプリケーション上でフォルダをつくって、 
必要なメモと一緒に管理することができます。 
 
■ユーザーインターフェースを一新 【Power Up】 

より使いやすいユーザーインターフェースになりました。 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜Office へのプラグイン＞ 
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「いきなり PDF COMPLETE 4」の製品ラインアップ 
 
●「いきなりPDF EDIT 3」 
PDFのテキスト編集から電子署名の作成まで、幅広くPDFを使いこなすことのできるPDF作成・編集ソフトです。
WordやPowerPoint感覚でPDFを新規から自由自在に作成することができます。 
 
●「いきなりPDF to Data EX」 
PDFを読み取り、WordやExcel、PowerPointなどの書類として出力するソフトです。画像やPDFをもとに、新し
い書類を作成する際などに便利です。OCR（文字認識）エンジンとPDF解析エンジンにより、データ読取・変
換を行なえます。 
 
●「いきなりPDF from スキャナ 2」 
お手持ちのスキャナから取り込んだ文書・画像をもとに、1クリックで透明テキスト付きPDFを作成するソフト 
です。 
 
●「ぴったり ホームページ印刷 Pro」 
Word、Excel、PowerPointなど、印刷可能なファイルであれば、複数の書類を1枚にまとめてPDF化すること
ができます。最大8ページを1枚にまとめてPDF化できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

発売概要 
 
■製品名     ：「いきなりPDF EDIT 3」 
■価格  ：6,980円（税込） 
■発売日 ：2008年7月4日（金） 
■製品内容 ：PDF作成・編集ソフト 
■開発   ：ニュアンス コミュニケーションズジャパン株式会社 
■販売  ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/use/93150/ 
 
 
■製品名 ：「いきなりPDF COMPLETE 4」 
■価格   ：9,850円（税込） 
■発売日  ：2008年7月4日（金） 
■製品内容  ：文書管理ソフト 
■開発   ：「いきなりPDF EDIT 3」 

ニュアンス コミュニケーションズジャパン株式会社 
「いきなりPDF to Data EX」／「いきなりPDF from スキャナ 2」 

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 
「ぴったり ホームページ印刷 Pro」 

■販売   ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報  ：http://www.sourcenext.com/titles/pack/93160/ 
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動作環境 
 
「いきなりPDF EDIT 3」 
■対応OS  ：Windows Vista® Windows® XP/2000 

Windows XPはSP2が、Windows 2000はSP4が推奨 
■メモリ   ：128MB以上 (256MB以上推奨) 
■インストール容量 ：約90MB 
■インターネットに接続できる環境 
■製品情報  ：http://www.sourcenext.com/titles/use/93150/ 
 
「いきなりPDF to Data EX」 
■対応OS  ：Windows Vista® Windows® XP/2000 

Windows XPはSP2が、Windows 2000はSP4が推奨 
■メモリ   ：256MB以上 (512MB以上推奨) 
■インストール容量 ：約100MB  
■製品詳細   ：http://www.sourcenext.com/titles/use/92000/ 
 
「いきなりPDF from スキャナ 2」 
■対応OS      ：Windows Vista® Windows® XP/2000 
■メモリ     ：64MB以上 （128MB以上を推奨） 
■インストール容量 ：約15MB 
■スキャナが必要 
■製品詳細   ：http://www.sourcenext.com/titles/use/72820/ 
 
「ぴったり ホームページ印刷 Pro」 
■対応OS      ：Windows Vista® Windows® XP/2000 
■インストール容量    ：約10MB 
■制限事項         ：ホームページを印刷するには、Internet Explorer 6.0以上の 

バージョンが必要。 
■製品詳細   ：http://www.sourcenext.com/titles/use/92320/ 
 
 

コピーライト表記について 
 

■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。 

「いきなり PDF EDIT 3」 

Copyright © 2008 Nuance Communications, Inc. All rights reserved. 

 

「いきなり PDF to Data EX」 
Copyright © 2008 Panasonic Solution Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 
 
「いきなりPDF from スキャナ 2」 
Copyright © 2005-2006 Panasonic Solution Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 
 
「ぴったり ホームページ印刷 Pro」 
©SOURCENEXT CORPORATION 
 
 

お客様お問合せ先 
 
「いきなりPDF EDIT 3」 
ソースネクスト・カスタマー・サポートセンター ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844 
 
本製品のテクニカルサポートはニュアンス コミュニケーションズジャパン株式会社、製品（CD-ROMの 
破損、傷など）に関するサポートはソースネクスト株式会社が担当いたします。ソースネクストの「安心サ 
ービス」の対象製品ではありません。 
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｢いきなりPDF to Data EX｣ 
「いきなりPDF from スキャナ 2」 
「ぴったり ホームページ印刷 Pro」 
ソースネクスト・カスタマー・サポートセンター ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844 
本製品は、ホームページとeメールによるサポートです。 URL：http://www.sourcenext.com/support/ 
 
  

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 
 
■担当：経営企画室  広報担当 長島 由貴子 
Tel：03-5786-7209  Fax：03-5786-7210 e-mail： pr@sourcenext.com  
 ※レビュー用の製品貸出しは随時承っております。評価版CD-ROMなど必要でしたらご連絡ください。 
 

素材・プレスリリースなどのダウンロード 
 
■パッケージデータや画面素材は、下記PRESS専用ホームページをご利用ください。 
URL：http://sourcenext.co.jp/pr/ 
 


