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世界初のパッケージ版

「EVERNOTE スターターパック」
2010 年 7 月 2 日（金） 発売
http://www.sourcenext.com/titles/use/117480/
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、2010年6月1日（火）に、Evernote Corporation（本社：333 West Evelyn Avenue, Mountain View,
CA 94041, USA CEO：Phil Libin、以下エバーノート社）と、「Evernote」のプレミアムサービスをパッケージ
版にした「EVERNOTE スターターパック」を、1,500円（税込）で7月2日（金）より発売いたします。

×
【 提携のねらい 】
3 月 1 日（月）に発表した新スローガン「ソフトでワクワク」をさらに推進し、パソコンソフトの枠を越えたソフト
ウェアを展開するために、世界 12 カ国で“すべてを記憶する”ドキュメント管理サービス「Evernote」を提供し
ているエバーノート社と提携いたしました。
ソースネクストがこれまで培ってきた企画・開発・販売力、また既存の多数の製品と、エバーノート社の提供
する先進のクラウドサービスを融合させることによって、今までにない種々の web ソリューションやソフトウェア
を提供していきます。
【 世界初！「Evernote」がパッケージになった 】
世界で初めて「Evernote」をパッケージにした「EVERNOTE スターターパック」は、
3 カ月分のプレミアム会員権が付属した、「Evernote」の全てを気軽に体験できる
オールインワンパックです。
＜特長＞
●店頭パッケージ販売で低価格なので、気軽に始められる
●「EVERNOTE ハンドブック」特別版を収録
「EVERNOTE ハンドブック」（980 円・税込）全 4 章のうち、基本操作、使い方
を説明する 1 章と 2 章の抜粋を収録。
●オンライン決済不要、クレジットカードがなくても使用できる
現在の「Evernote」プレミアム会員は支払い方法がオンラインによるクレジット
カード決済のみですが、パッケージ化したことにより、さまざまな支払い方法が選択できます。
スタンダード会員

現在
1 カ月
（1 年間も選択可）
5 ドル／月
（1 年間の場合 45 ドル）

利用期間

無期限

サービス利用料

0円

決済方法

－

オンライン決済
（クレジットカードのみ）

ハンドブック

なし

なし

プレミアム会員
【NEW】 「EVERNOTE スターターパック」
3 カ月
1,500 円（税込）
現金・カード決済・コンビニ払い・代引き
等、店頭やオンラインショップで
さまざまな決済方法が選択可能
あり

「EVERNOTE スターターパック」は、「Evernote」を知らない方にも、現在スタンダード会員の方にも、
プレミアム会員ならではの便利さを気軽に体験していただけるものです。
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【 「Evernote」の日次会員増加数は、日本がトップ 】
「Evernote」の会員登録数は全世界で 300 万人以上と急速に増加しています。日次の会員増加数は日本
がトップで、日本からのアクセス数は他の地域と比べて約 2 倍と、関心の高さがうかがえます。全世界の累計
会員登録数も、日本のユーザー数は約 15％と、アメリカに次いでユーザーの多い国です。
＜「Evernote」日次会員増加数推移＞

＜国別会員登録数割合＞

2010 年 3 月 エバーノート社調べ

2010 年 6 月 エバーノート社調べ

【 「Evernote」の主な特長 】
●どんな情報も 1 箇所に保存
テキスト情報はもちろん、web ページのクリップ、画像、音声、PDF ファイルをサーバー上に保存できます。
必要な情報を 1 箇所にまとめられるので、どこに保存したかわからなくなることがありません。さらにプレミア
ム会員なら Excel、Word など、ファイル形式を問わず保存できます。
●マルチプラットフォームでいつでも閲覧、編集できる
Windows や Mac はもちろん、iPhone、Android にも対応。各種モバイル機
器から情報を追加・閲覧・編集することができます。
＜対応クライアント＞
Mac OS X／Windows／iPhone OS／Android／BlackBerry／Palm／
Windows Mobile
●タグ付けと豊富な検索機能で必要な情報をすぐ引き出せる
＜タグ付け＞
保存するファイルには「タグ」を付けて整理することができます。自分が検索しやすいよう、「タグ」をいく
つでも付けられます。
＜検索が自在＞
ファイルの種類や保存した日時でも検索できます。iPhone などの GPS 機能付きのモバイル機器からファ
イルをアップロードした場合は位置情報も保存されるので、場所からファイルを検索することも可能です。
＜検索結果の保存ができる＞
検索結果を保存しておくことができ、次回からは選択するだけで前回と同様の検索結果を表示できま
す。
●画像の中の文字を OCR で認識、検索できる
文字が含まれた写真や画像をアップロードすると、OCR エンジンにより、
文字が自動的に認識され、テキスト検索ができます。例えばホワイトボード
のメモや名刺、看板やネームタグなど撮影してアップロードしておくと、書
いてある文字をテキスト検索することができます。

●ファイルの共有が可能
保存したファイルは他のユーザーと共有できます。共有するユーザーの設定の他、編集する権限を与え
ることも可能です。
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【 スタンダード会員（無料）とプレミアム会員（有料）のちがい 】
「Evernote」のスタンダード会員（無料）とプレミアム会員（有料）の使用できる機能の違いについては、下表
の通りです。「EVERNOTE スターターパック」は、プレミアム会員と同等の機能を使用することができます。

すべて
○
○
×
40MB／月
画像、音声、ink、PDF ファイルのみ
×

プレミアム会員
「EVERNOTE スターターパック」
すべて
○
○
○
500MB／月
全ファイル形式
○

×

○

読み取り専用
25MB
×
×
×
×
なし

読み取り・編集共に可能
50MB
○
○
○
○
あり

スタンダード会員
使用可能な機能
プラットホームに依存しない同期機能
画像内文字認識機能
PDF ファイル内の文字認識機能
月毎のアップロード容量
ノートの同期
ノート更新履歴へのアクセス
オフラインでのノート作成
（iPhone/iPad/iPod）
ノートの共有
ノート 1 つの最大容量
プレミアムサポート
SSL 暗号化
特別な画像認識機能
広告非表示機能
サービス利用にかかる費用

【 エバーノート社について 】
エバーノート社は、クラウドサービス提供企業の中で、最も成功している企業の 1 つです。世界 12 カ国で
“すべてを記憶する”ドキュメント管理サービス「Evernote」を提供しており、同サービスは、2008 年 6 月のサー
ビス開始から約 2 年で、すでに会員数は 300 万人以上と急速に普及しています。

「EVERNOTE スターターパック」の発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■開発
■販売
■製品情報

：「EVERNOTE スターターパック」
：1,500円（税込）
：2010年7月2日（金）
：クラウドサービス
：Evernote Corporation
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/use/117480/

「EVERNOTE スターターパック」の動作環境
■対応OS
：Windows®、Macintosh
■各デバイス用アプリケーションの動作環境
・Windows® 7（32ビット／64ビット版）
・Windows Vista®（32ビット／64ビット版）
・Windows® XP（32ビット／64ビット版）
・Machintosh OS 10.5 または 10.6
・iPhone、iPod Touch
・Android OS 1.5+
・BlackBerry® Curve™
・BlackBerry® Bold™
・BlackBerry® Storm™
・Palm Pre
・Sony Ericsson X Series Windows Mobile 5.x または 6.x
・Windows Mobile Windows Mobile 5.x または 6.x
※ご注意
「Evernote」のご利用には、インターネットが必要です。
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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。
Copyright 2010, Evernote Corporation All right reserved.
© SOURCENEXT CORPORATION

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: 0570-035-333 （IP電話からは 082-553-1081）
※製品サポートは、エバーノート社です。

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 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。

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/
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