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ニュース

パソコンソフト

映像/音楽編集ソフト

ソニー製品 3 万本限定半額キャンペーン版特別パッケージ

「Movie Studio 13」など 5 タイトル
6 月 19 日（金） より販売開始

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、

6 月 19 日（金）より全国の家電量販店などで、Sony Creative Software 社のパソコンソフト全 5 製品を各 3 万本限定

で半額にて販売いたします。弊社は同社の正規販売パートナーとしてこれまで弊社 EC サイトにおいて同社製品の

販売・サポートを行っております。今年 8 月 1 日（土）以降は日本国内での同社ソフトは、弊社の独占販売となること

を記念して、本キャンペーン版を発売いたします。

【 パッケージ版半額キャンペーンの経緯 】

弊社ではこれまで Sony Creative Software 社の映像・音楽編集ソフトを 3 万本以上販売しており、3 月からは同社

製品のサポートも実施しておりますが、4 月 21 日（火）付けで同社と、同社のパソコンソフト主要タイトル 12 製品の

国内販売の独占契約を締結しました。今締結により今年 8 月 1 日（土）以降は日本国内で独占販売が可能となっ

たことを受け、この度人気の全 5 製品を各 3 万本限定で、半額にて販売するキャンペーンを実施することといたしま

した。

【 ラインアップ一覧 】

製品名 定価
半額キャンペーン版

特別パッケージ

① 「Movie Studio 13 半額キャンペーン版」 9,500 円 4,750 円

② 「Movie Studio 13 Platinum 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」 15,980 円 7,990 円

③ 「Movie Studio 13 Suite 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」 23,980 円 11,990 円

④ 「ACID Music Studio 10 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」 12,980 円 6,490 円

⑤ 「Sound Forge Audio Studio 10 半額キャンペーン版」 11,000 円 5,500 円

※価格は全て税抜きです。
■「Movie Studio 13 半額キャンペーン版」の特長

News Release

報道関係者各位 2015 年 6 月 3 日

ソースネクスト株式会社

「Movie Studio」はプロ用動画編集ソフトの「Vegas」シリーズのエン

ジンを搭載し、より幅広いユーザーに使いやすく、お求めやすくした

動画編集ソフトです。

本パッケージは DVD・ブルーレイ作成ソフト「DVD Architect 

Studio 5.0」を搭載した特別パッケージです。
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■「Movie Studio 13 Platinum 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」の特長

■「Movie Studio 13 Suite 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」の特長

■ 「ACID Music Studio 10 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」の特長

■「Sound Forge Audio Studio 10 半額キャンペーン版」の特長

（参考）弊社 EC サイト SONY 製品ページ

http://www.sourcenext.com/product/sony/home/

【 Sony Creative Software 社について 】

■会社名 ：Sony Creative Software Inc.

■所在地 ：8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562

■詳細 ：http://www.sonycreativesoftware.com/

「Movie Studio Platinum」は4K映像の編集にも対応した「Movie 
Studio 13」の上位版です。

本特別パッケージでは定価1,980円のガイドブック、「Movie Studio 
Platinum 13 らくらくムービー編集入門」を同梱しています。

以下 3 製品と、ツール・素材を追加したお買い得パッケージです。

・Movie Studio 13 Platinum

・ACID Music Studio 10

・Sound Forge Audio Studio 10

本特別パッケージでは定価 1,980 円のガイドブック、「Movie Studio 

Platinum 13 らくらくムービー編集入門」を同梱しています。

ACID は 1998 年に発売された老舗の作曲ソフト。付属のループ

音源をドラッグ＆ドロップで配置していくだけで、誰でも簡単にかっ

こいい曲が作れます。

本特別パッケージでは定価 1,980 円のガイドブック、「ACID 

Music Studio 10 完全入門ガイド」を同梱しています。

Sound Forge Audio Studio は 10 年以上プロの現場で業界標準ツ

ールとして愛用されている「Sound Forge」の基本機能をそのままに、

より幅広いユーザーに使いやすくお求めやすくした波形編集ソフト

です。



3

ニュース

パソコンソフト

映像/音楽編集ソフト

製品概要

※全製品共通

■販売開始日 ：6月19日（金）

■開発 ：Sony Creative Software Inc.

■販売 ：ソースネクスト株式会社

「Movie Studio 13 半額キャンペーン版」

■価格 ：4,750 円（税抜）

■製品内容 ：映像編集ソフト

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/sony/moviestudio/

「Movie Studio 13 Platinum 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」

■価格 ：7,990 円（税抜）

■製品内容 ：映像編集＋オーサリングソフト

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/sony/moviestudioplatinum/

「Movie Studio 13 Suite 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」

■価格 ：11,990 円（税抜）

■製品内容 ：映像編集＋オーサリングソフト

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/sony/moviestudiosuite/

「ACID Music Studio 10 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」

■価格 ：6,490 円（税抜）

■製品内容 ：映像編集＋オーサリングソフト

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/sony/acidstudio/

「Sound Forge Audio Studio 10 半額キャンペーン版」

■価格 ：5,500 円（税抜）

■製品内容 ：映像編集＋オーサリングソフト

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/sony/soundforge/

動作環境

「Movie Studio 13 半額キャンペーン版」
■対応OS：Windows® 10/8.1/8/7(それぞれ32/64ビット)
■CPU ：2GHz（HDまたはステレオスコピック3DにはマルチコアまたはマルチプロセッサCPUを推奨）
■HDD ：500MB以上のハードディスク空き容量
■メモリ ：2GB(4GB推奨)
■GPU ：512MB 
■その他：Windows互換サウンドカード/DVD-ROMドライブ（DVDからのインストールに必要）

サポートされているCD-R 、DVD-R、DVD-RW、 DVD+R、DVD+RW、BD-R、BD-REドライブ
（CD、DVD、Blu-ray Disc™に書き込む場合にのみ必要）/インターネット接続が必要

「Movie Studio 13 Platinum 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」

■対応OS：Windows® 10/8.1/8/7(それぞれ32/64ビット)

■CPU ：2GHz（HDまたはステレオスコピック3DにはマルチコアまたはマルチプロセッサCPUを推奨 ）

■HDD ：500MB以上

■メモリ ：2GB（4GBを推奨 ）

■GPU ：512MB

■その他：Windows互換サウンドカード/DVD-ROMドライブ（DVDからのインストールに必要）

サポートされているCD-R、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、BD-R、BD-RE ドライブ

（CD、DVD、Blu-ray Disc™の書き込みにのみ必要）/インターネット接続が必要
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映像/音楽編集ソフト「Movie Studio 13 Suite 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」

■対応OS：Windows® 10/8.1/8/7(それぞれ32/64ビット)

■CPU ：2GHz（ HDまたはステレオスコピック3DにはマルチコアまたはマルチプロセッサCPUを推奨 ）

■HDD ：500MB以上

■メモリ ：2GB（ 4GBを推奨 ）

■GPU ：512MB GPUメモリ

■その他：Windows互換サウンドカード / DVD-ROMドライブ（DVDからのインストールに必要）

サポートされているCD-R、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、BD-R、BD-REドライブ

（CD、DVD、Blu-rayDisc™の書き込みにのみ必要）/インターネット接続が必要

「ACID Music Studio 10 半額キャンペーン版 ガイドブック付き」

■対応OS：Windows® 10/8.1/8/7(それぞれ32/64ビット)

■CPU ：1GHz以上

■HDD ：200MB以上

■メモリ ：1GB以上

■その他：Windows互換サウンドカード/DVD-ROMドライブ（DVDからインストールする場合のみ）

サポートされているCD-R ドライブ（CDに書き込む場合のみ ）/インターネット接続

「Sound Forge Audio Studio 10 半額キャンペーン版」

■対応OS：Windows® 10/8.1/8/7/Vista(それぞれ32/64ビット)
■CPU ：1GHz以上

■HDD ：350 MB以上

■メモリ ：512MB

■その他：Windows互換サウンドカード / DVD-ROM ドライブ（ DVDからインストールする場合のみ ）

サポートされているCD-R ドライブ（ CDに書き込む場合のみ ） / インターネット接続

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 © 2014. Sony Creative Software Inc. All Rights Reserved. 

“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です。
お客様お問い合わせ先

■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）

本製品に関する報道関係者のお問い合わせ先

■担当 ：ソースネクスト株式会社 ブランド推進室  小西由起・柳沼友香

■連絡先 ：TEL 050-5533-4602 FAX 03-6430-6405  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。

本件リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先

■担当 ：ソースネクスト PR 事務局（株式会社イニシャル内） 都丸・松村・乗鞍

■連絡先 ：TEL 03-5572-6316 FAX 03-5572-6065   MAIL sourcenext@vectorinc.co.jp

※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社イニシャルの個人情報保護方針に基づいて、

厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は恐れ入りますが

privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。

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/


