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新製品 

パソコンソフト 

「超字幕®」シリーズ  

 

News Release 

報道関係者各位           2010年1月14日 

            ソースネクスト株式会社 

 

「超字幕®」シリーズが 100 タイトルを突破 

10 週連続発売 計 56 タイトル 
第一弾 2010 年 1 月 14 日（木）より 

http://www.chou-jimaku.com/ 

 
ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル6F 代表取締役社長：松田 憲 

幸）は、映画コンテンツを丸ごと収録したパソコンソフト「超字幕®」シリーズを2010年1月14日（木）より10週連
続で計56タイトルを発売いたします。第一弾2010年1月14日（木）の発売をもって、「超字幕®」シリーズは100
タイトルを突破し、10週目の2010年3月18日（木）には累計152タイトルとなります。 

 
■「超字幕®」シリーズ 語学・検定ソフトジャンル販売本数シェア63.6％（※）。 

「2009年ヒット商品ベスト30」16位選出製品 
ソースネクストの2009年の語学・検定ソフトジャンルにおけるメーカー別販売本数シェアは67.5％（※）とな

り、そのうち「超字幕®」シリーズは63.6％（※）を占めており、好評いただいております。日経BP社が発行する
「日経トレンディ」誌の「2009年ヒット商品ベスト30」16位にも選ばれました。 

※2009年6月～12月販売本数シェア「パソコン用ソフト/教育」より語学・検定を抽出、有力家電量販店販
売実績を集計するGfK Japan調べ 

 
■10週連続新発売で計56タイトルを追加 

より幅広いタイトルで英語学習をしたいというお客様のご要望にお応えして、2010年1月14日（木）より10週
連続で計56タイトルを追加発売いたします。その、第一弾としてワーナー エンターテイメント ジャパンの映
画コンテンツを利用した以下5タイトルを発売。これにより「超字幕®」シリーズは100タイトルを突破し、2010年1
月14日（木）における累計タイトル数は101タイトルとなります。 

※第二弾以降の発売タイトル一覧は次ページに記載。 
 

＜第一弾 2010年1月14日（木）発売タイトル一覧＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  製品名 価格 

1 超字幕®／マトリックス リローデッド 

各3,490円（税込） 

2 超字幕®／マトリックス レボリューションズ 

3 超字幕®／トロイ 

4 超字幕®／ディパーテッド 

5 超字幕®／デンジャラス・ビューティー 
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＜2010年1月14日（木）以降発売予定タイトル一覧＞ 
2010年3月18日（木）の発売をもって、「超字幕®」シリーズは累計152タイトルとなります。 
※発売日は変更になる可能性があります。 

発売予定日 製品名 発売予定日 製品名 

1 月 21 日

（木） 

1 超字幕®／ムーンウォーカー 

2 月 25 日

（木） 

28 超字幕®／燃えよドラゴン ディレクターズカット 

2 超字幕®／イマジンジョン・レノン 29 超字幕®／コラテラル・ダメージ 

3 超字幕®／オーシャンズ 11  30 超字幕®／ダーティハリー  

4 超字幕®／オーシャンズ 12  31 超字幕®／リーサル・ウェポン 

5 超字幕®／ソードフィッシュ  32 超字幕®／俺たちに明日はない 

1 月 28 日

（木） 

6 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 4～6  

3 月 4 日 

（木） 

 

33 超字幕®／許されざる者 

7 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 7～9  
34 超字幕®／ミスティック・リバー 

8 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 10～12  
35 超字幕®／虚栄のかがり火 

9 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 13～15  
36 超字幕®／推定無罪 

10 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 16～18  
37 超字幕®／グッド・フェローズ 

11 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 19～21  

3 月 11 日

（木） 

38 超字幕®／バットマン 

12 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 22～23  
39 超字幕®／バットマン ビギンズ 

13 
超字幕®／ER 緊急救命室 I ＜ファースト＞ 

エピソード 24～25  
40 超字幕®／ダークナイト 

2 月 4 日 

（木） 

14 超字幕®／アマデウス 41 超字幕®／コンスタンティン  

15 超字幕®／カッコーの巣の上で 42 超字幕®／マーズ・アタック！  

16 超字幕®／アナライズ・ユー 43 超字幕®／コンタクト 

17 超字幕®／ 父親たちの星条旗 44 超字幕®／紀元前 1 万年 

2 月 10 日

（水） 

18 超字幕®／シティ・オブ・エンジェル 45 超字幕®／ラブソングができるまで 

19 超字幕®／イルマーレ 

3 月 18 日

（木） 

46 超字幕®／風と共に去りぬ 

20 
超字幕®／迷い婚 ～すべての迷える女性た

ちへ  
47 超字幕®／雨に唄えば 

21 超字幕®／スウィート・ノベンバー 48 超字幕®／ダイヤルＭを廻せ！  

22 超字幕®／アイズ ワイド シャット 49 超字幕®／スペシャリスト  

2 月 18 日

（木） 

23 
超字幕®／ターミネーター：サラ・コナー クロ

ニクルズ ＜ファースト・シーズン＞ 1～3  
50 超字幕®／オズの魔法使  

24 超字幕®／時計じかけのオレンジ  51 超字幕®／太陽の帝国  

25 
超字幕®／ブレードランナー ファイナル・カ

ット 

 
 

 

26 超字幕®／ライトスタッフ    
 

27 超字幕®／ベオウルフ呪われし勇者   
 

 
【「超字幕®」シリーズとは】 

2009年6月に発売した新シリーズで、映画を丸ごと1本収録しています。日本語字幕と英語字幕を同時に
表示できるほか、簡単な操作で繰り返し再生やスピード調整も可能。セリフの意味をより深く理解することがで
き、映画を今までとはまったく違ったスタイルで楽しめるパソコンソフトです。 

 
  ＜特長＞   

● 日・英字幕の同時表示が可能 
● 全セリフを表示、セリフ単位で再生・リピートができる 
● 単語に触るだけで意味を瞬間表示できる、ポップアップ辞書搭載 
● 46万語の研究社「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」を搭載 
● パソコンにインストールでき、映画を持ち運べる 
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本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 
 

「超字幕®」シリーズの発売概要 

「超字幕®」シリーズの動作環境 

コピーライト表記について 
 

素材・プレスリリースなどのダウンロード 

お客様お問合せ先 
 

 
 
■発売タイトル   ：「超字幕®／マトリックス リローデッド」   

「超字幕®／マトリックス レボリューションズ」 
「超字幕®／トロイ」 
「超字幕®／ディパーテッド」 
「超字幕®／デンジャラス・ビューティー」  計5タイトル 

■価格    ：各3,490円（税込） 
■発売日 ：2010年1月14日（木） 
■メディア ：ダウンロード版のみ（超字幕.com限定発売） 
■開発・販売 ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.chou-jimaku.com/   
 
 

 
■対応OS ：Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP （SP2以上）が正常に動作し、支障なく

 動画を扱えるパソコン （Windows® XP以外は、64ビットOSにも対応） 
■CPU ：1.33GHz以上（2GHz以上推奨） 
■メモリ ：Windows® XP：512MB以上 (1GB以上推奨) 

Windows Vista®（32ビット）：1GB以上(2GB以上推奨)、Windows Vista®（64ビット）：2GB以上 
Windows® 7 (32ビット)：1GB以上 (2GB以上推奨)、Windows® 7 (64ビット)：2GB以上 

■インストール容量：プログラム：約150MB〜1GB（パソコンの環境により異なる） 
コンテンツ（ムービーなど）：約600MB～約1.4GB（タイトルにより異なる） 

■制限事項 ：ご視聴前にプログラムのインストールが必要で、インストール時にはインターネットが必要で
              す。環境により、時間がかかることがあります。 
 
 
 
■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。 
（「超字幕®」シリーズ共通） 

© SOURCENEXT CORPORATION 

（以下映画タイトルごとに） 

「マトリックス リローデッド」 
© 2003 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights
 reserved. 
「マトリックス レボリューションズ」 
© 2003 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights
 reserved. 
「トロイ」 © 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 

「ディパーテッド」 © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 

「デンジャラス・ビューティー」 
© 2000 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights
 reserved. 

 
 
 

■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: 0570-035-333 （IP電話からは 042-679-6974） 
ホームページとeメールによるサポートです。  URL：http://www.sourcenext.info/ 

 
 
■担当     ：経営企画室 広報担当 田岡 通子 ・ 三浦 真由美 ・ 小林 真衣 ・ 鶴岡 恵 
■連絡先    ：TEL 050-5533-8303 FAX 03-6430-6407   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。 

 
 
■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/ 


