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新製品 

パソコンソフト 

総合マルチメディアソフト 
News Release 

報道関係者各位        2009年2月17日 

          ソースネクスト株式会社 

 

YouTube やニコニコ動画を録画・自動変換して持ち歩ける 

「ソースネクスト B’s Recorder® GOLD10 （Uメモ）」 
2009 年 4 月 3 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、「ソースネクスト B’s Recorder GOLD10」（税込 9,980円）、「ソースネクスト B’s Recorder」（税
込 3,970円）、「ソースネクスト B’s Recorder GOLD10 Premium」（税込 13,800円）を2009年4月3日（金）に
発売いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

web動画を簡単録画 指定フォルダの動画をiPodやPSP®用に自動変換
 
【製品概要】 

「B’s Recorder」シリーズは、直感的でわかりやすいインターフェイスや書き込みの安定性などで高い信
頼を獲得しているライティングソフトウェアでこれまでに、1,000万本以上の出荷実績があります（2009年2月 
ソースネクスト株式会社調べ）。 

最新版「B’s Recorder GOLD10」では、動画関連の機能を大幅に強化しました。 
 
【主な特長】 

・web動画録画ソフト「B's 動画レコーダー」を同梱 【NEW】 
・iPod・PSP用に動画ファイル自動変換機能「B's 自動エンコーダー」を搭載 【POWER UP】 
・フォトムービーディスク作成機能「B's デジカメムービー」を搭載 【NEW】 
・使いたい機能を簡単起動できる「B's Recorder GOLD10 スタートパネル」を搭載 【NEW】 
・6種類のマルチメディアコンテンツ編集ツール「FOLiO」と、DVD-Videoオーサリングソフトウェア 
 「B’s DVD Professional2」、パケットライティングソフトウェア「B’s CLiP7」を同梱 
・充実・安心のCD・DVD・BDライティング機能 【POWER UP】 

 
【市場背景】 

近年、web上での動画配信が活発になり、動画ファイルを扱う機会が多くなってきています。それに伴い、
スライドショームービーの作成やweb動画の録画が注目され始めています。 
 
【利用用途】 

・YouTubeやニコニコ動画などのweb動画を「B’s 動画レコーダー」で簡単録画。録画したファイルを「B’s 
自動エンコーダー」で自動的にiPodやPSP用に変換して外出中に動画を楽しむ。 
・「B’s デジカメムービー」で旅行、結婚式、子供の成長記録などの写真をスライドショームービーにして
DVDビデオを作成。家族や友人に配布したり、テレビに映したりして大画面で楽しむ。写真の元データ
も1枚のディスクに収めることも可能です。 
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総合マルチメディアソフト 
 

「B’s Recorder GOLD10」の特長 
 
■web動画録画ソフト「B's 動画レコーダー」を同梱 【NEW】 

YouTube、ニコニコ動画などweb動画を簡単に録画できる「B’s 動画レコーダー」（税込 3,970円）を同
梱しました。そのパソコンで再生できる動画なら、どんな動画も録れます。 
 
■iPod・PSP用に動画ファイル自動変換機能「B's 自動エンコーダー」を搭載 【POWER UP】 

指定したフォルダの動画ファイルを、iPodやPSP向けに自動的に変換することができます。 
 
■フォトムービーディスク作成機能「B's デジカメムービー」を搭載 【NEW】 

画像をドラッグ＆ドロップしてテーマを選ぶだけで簡単に写真からスライドショームービーを作成できる
「B’s デジカメムービー」を搭載。写真の画像データとスライドショームービーの両方を1枚のDVDに焼くこと
ができるので友人に写真を配布したい際にも便利です。 
 

手軽に作成したい方向けの「簡単作成モード」 こだわりたい方向けの「詳細設定モード」 
 
 
■使いたい機能を簡単起動できる「B's Recorder GOLD10 スタートパネル」を搭載 【NEW】 

スタートパネルから目的の機能をすぐ起動できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■充実のマルチメディアツール 
6種類のマルチメディアコンテンツ編集ツール「FOLiO」シリーズと、DVD-Videoオーサリングソフトウェア
「B’s DVD Professional2」、パケットライティングソフトウェア「B’s CLiP7」を搭載しています。 
 
■充実・安心のCD・DVD・BDライティング機能 【POWER UP】 
 ライティング機能を厳選した「ソースネクスト B’s Recorder」（税込 3,970円）を搭載しています。 
（詳細は以下をご確認ください） 
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「B’s Recorder」の特長 
 

「ソースネクスト B’s Recorder」は充実・安心の CD・DVD・BD 作成機能を厳選した定番のライティングソ

フトです。 

 
■「まとめディスク」作成機能を搭載 【New】 
 複数枚のディスクの内容を読み込み、「まとめディスク」を作成でき
ます。例えば数十枚のCDを1枚のブルーレイディスクにまとめること
ができます。 
 
■ライティング完了メール通知機能を搭載 【New】 
 ライティングが完了した際にメールを自動送信します。ケータイへ
送信設定しておくことで、パソコンの前でライティングを待っている
必要がなくなります。 
 
■ファイルフィルタ機能を搭載 【New】 

ライティング対象ファイルを登録する際に、あらかじめ指定した拡
張子やフォルダを自動的に登録から除外できます。 
 
■追加ライティングの確認 【POWER UP】 

ライティングが終わった後に、同じデータでもう1枚焼くか確認画
面が出ます。 

 
■ISOデータからの書き込み、読み込みフロー改善 【POWER UP】 
 
■書き込みファイル名の最大文字数が拡張 【POWER UP】 
 
■起動速度の改善 【POWER UP】 
 

 
 

「B’s Recorder GOLD10 Premium」の特長 
 

「ソースネクスト B’s Recorder GOLD10 Premium」は「ソースネクスト B’s Recorder GOLD10」に加え、ブ

ルーレイのメニュー付きディスク作成機能などを搭載した「Cyberlink PowerProducer 5 Ultra」を追加した上

位版です。 
 
■高解像度なブルーレイディスクのオーサリング・編集 
 
■AVCHDを含む高解像度ビデオからディスク作成 
 
■5.1ドルビーデジタルオーディオを利用しプロ並みのディスクを作成 
 
■動画をYouTube用に出力 
 
■「マジックツール」でビデオや写真を編集＆修正 
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「B’s Recorder GOLD10」シリーズの製品比較 
 

製品名 B's Recorder 
B's Recorder 

GOLD10 

B's Recorder 

GOLD10 

Premium 

税込定価 3,970 円 9,980 円 13,800 円 

CD/DVD/BD 作成 ○ ○ ○ 

音楽 CD 作成 ○ ○ ○ 

コピー・バックアップ ○ ○ ○ 

CPRM ディスク作成 ○ ○ ○ 

ラベル印刷   ○ ○ 

スライドショームービー作成   ○ ○ 

動画自動変換   ○ ○ 

web 動画録画   ○ ○ 

DVD-Video オーサリング/編集   ○ ○ 

サウンド編集   ○ ○ 

画像編集   ○ ○ 

仮想ドライブ   ○ ○ 

パケットライティング   ○ ○ 

ブルーレイオーサリング/編集     ○ 

AVCHD 対応     ○ 

YouTube へのダイレクトアップ     ○ 

Dolby Digital 5.1ch 対応     ○ 
 
 

「B’s Recorder GOLD10」シリーズの発売概要 
 
「ソースネクスト B's Recorder GOLD10 （Uメモ）」 
■価格  ：9,980円（税込） 
■発売日 ：2009年4月3日（金） 
■製品内容 ：総合マルチメディアソフト 
■メディア ：USBメモリ 
■開発・販売 ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/hob/101650/ 
 
「ソースネクスト B's Recorder （Uメモ）」 
■価格  ：3,970円（税込） 
■発売日 ：2009年4月3日（金） 
■製品内容 ：CD・DVD・BDライティングソフト 
■メディア ：USBメモリ 
■開発・販売 ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/use/101630/  
 
「ソースネクスト B's Recorder GOLD10 Premium （Uメモ）」 
■価格  ：13,800円（税込） 
■発売日 ：2009年4月3日（金） 
■製品内容 ：総合マルチメディアソフト 
■メディア ：USBメモリ 
■開発・販売 ：CyberLink Corp.、ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/hob/101660/ 
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「B’s Recorder GOLD10」シリーズの動作環境 
 
「ソースネクスト B's Recorder GOLD10 （Uメモ）」 
■対応OS：Windows Vista® Windows® XP/2000 
■CPU：Pentium Ⅲ またはその互換以上 
 （DVD、動画などを編集する場合はPentium 4 1.7GHz 相当以上のCPUが必要です） 
■インストール容量：約850MB  
■解像度：800×600以上 
■Microsoft DirectX 9以上 
 
「ソースネクスト B's Recorder （Uメモ）」 
■対応OS：Windows Vista® Windows® XP/2000 
■CPU：Pentium Ⅲ またはその互換以上 
■インストール容量：約150MB  
■解像度：800×600以上 
■Microsoft DirectX 9以上 
 
「ソースネクスト B's Recorder GOLD10 Premium （Uメモ）」 
■対応OS：Windows Vista® Windows® XP 
■CPU：Intel Pentium 4 3.0GHz以上、またはAMD Athlon XP 3000+ 以上 
■インストール容量：約1.4GB  
■解像度：1024×768以上 
■Microsoft DirectX 9以上 
 
 
※他社製のパケットライトソフト、またはライティングソフトとは共用できません。 
※コピー機能を使用し、コピーコントロールCD（CCCD）やレーベルゲートCD、市販のDVDなどをコピーす
ることはできません。 
※著作権保護の付加されているWMA/WMVの編集はできません。 
※著作権物を、著作権者の許可なしに利用することは法律により禁じられています。本ソフトウェアを使用
してマルチメディアコンテンツやそのCDを作成する場合は、著作権者物の使用許諾条件に関する注意事 
項に従ってください。 
 

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。  

  
「ソースネクスト B's Recorder GOLD10 （Uメモ）」 
「ソースネクスト B's Recorder （Uメモ）」 

© SOURCENEXT CORPORATION 

 「B’s Recorder」、「B’s CLiP」の名称およびロゴは、ソースネクスト株式会社の日本国内における登録商
標です。 

 
「ソースネクスト B's Recorder GOLD10 Premium （Uメモ）」 

Copyright © 2008 CyberLink Corp. All Rights Reserved 

© SOURCENEXT CORPORATION 

 「B’s Recorder」、「B’s CLiP」の名称およびロゴは、ソースネクスト株式会社の日本国内における登録商
標です。 
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お客様お問合せ先 
 
■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      
 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/ 
 
※「B’s Recorder GOLD10 Premium」に同梱の「Cyberlink PowerProducer 5 Ultra」は、サイバーリンク株式
会社がサポートします。 
  

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 
 
■担当：セールスグループ プロモーションチーム  小林 真衣 
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。評価版が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/ 
 


