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無料で最新のwebトレンドに対応するホームページ作成ソフト

「ソースネクスト ホームページZERO™」
2008 年 5 月 21 日（水）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 ホームページZERO」シリーズ（税込6,980円～）を2008年5月2１日（水）に発
売いたします。
【市場背景】
更新の簡単なブログが普及する一方、多くの人々が「ブログに比べて自由度が高い」、「更新頻度を気
にしなくてよい」などの理由から、個人の趣味、企業の会社案内やサークルの紹介などでホームページを
作成しています。
弊社のアンケート調査（対象母数：40,000人）からの試算によると、インターネット利用者の約650万人が
ホームページを作成しており、そのうち約3人に１人が「見栄えのよいページが作れない」、「操作が難しい」
などのソフトウェアに起因する悩みを抱えていることがわかりました。本製品は、これらの問題を解決し、さら
に変化の早いwebやインターネット環境を考慮し、“最新のwebトレンドに無料で対応する「進化するホーム
ページ作成ソフト」”をコンセプトに開発いたしました。
・ホームページ作成に関する使用実態調査抜粋 ［男女1,234人/2008年4月2日～3日実施 ソースネクスト調べ］
Q.現在、使っているホームページ作成ソフトに不満はありますか？
不満がある 34.8％
Q.どのような点で不満に思いますか？（複数回答）
魅力的な素材が入っていない 41.2％／見栄えのよいページが作れない 37.7％
操作が難解 37.0％／デザイン変更に手間がかかる 32.6％
Q.ホームページと連携してみたいと思うwebサービスは何ですか？（複数回答）
アフィリエイト 48.6％／アクセス解析 37.0％／オンラインショッピング 27.6％
【製品概要】
「ソースネクスト ホームページZERO」は、簡単にセンスのよいwebページがつくれるweb作成ソフトです。
スタイルシートベースのwebページ作成を標準としており、ページ単位のデザイン変更はもちろんのこと、サ
イト全体のデザイン変更もドラッグ＆ドロップの簡単操作で行なえます。スタイリッシュな素材・テンプレート
を30,000点以上収録。こだわりのwebページづくりを支援します。
また、アフィリエイト、ガジェットなど人気のwebトレンドに対応。今後も、変化の早いwebトレンドに続々対
応していきます。
「ZERO」シリーズなので、本製品が対応するOSの公式サポート期間終了までバージョンアップ無料で、
常に最新版を利用できます。
【主な特長】
＜簡単にこだわりのwebサイトがつくれる＞
●4ステップで簡単サイト作成
●ドラッグ＆ドロップで簡単デザイン変更
●30,000点以上のスタイリッシュな素材・テンプレートを収録
＜日々の更新が楽＞
●自動メニューリンク作成・変更
●簡単操作で細かなデザイン指定を実現
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＜カスタマイズも自由自在＞
●レイヤー機能を備えた本格グラフィックツール搭載
●「もっとこだわりたい」に応えるスタイル編集機能
＜webサービス連携＞
●Googleガジェット簡単挿入機能搭載
●Amazon®アソシエイト・プログラム、楽天のアフィリエイト簡単挿入機能搭載
＜ZEROモデル＞
●バージョンアップ無料
●変化の早いwebサービスに続々対応
【展開チャネル】
●家電量販店
●GMS（総合スーパー）
●書店
●Amazon®、楽天などＥＣサイト
※その他、教育機関や企業向けにライセンス販売を実施。

「ソースネクスト ホームページ ZERO」の特長
■4ステップで簡単サイト作成
4 つのステップでベースとなるサイトが完成します。
①テーマの選択 ： 約 500 種類のデザインの中から好
きなものを選びます。
②レイアウトの選択 : 7 つにわけられたパーツの位置
を移動して好きなレイアウトに変更します。
③ページの選択 ： 作成したいコンテンツの内容を選
択します（ページ追加は後からでも可能です）。
④ページの確認 ： サイト名を入力し、確認をして問
題なければベースとなるサイト作成が完了します。
「テーマの選択」画面

■ドラッグ＆ドロップで簡単デザイン変更
好みのスタイルをドラッグ＆ドロップするだけで、簡単に
ページのデザインが変わります。
サイト全体も1ページだけでも思いのままに切り替え可能。
気に入るまでいろんなデザインを試すことができます。
パッ

2

■ 30,000点以上のスタイリッシュな素材・テンプレートを収録
GIFアニメーション
グラフィック
アイコン
イラスト
バナー
写真
ポイント
背景
ボタンセット用ボタン
コンテンツボタン
メニューボタン
ボタンセット
レイアウト
CSSテンプレート
HTMLテンプレート など
■自動メニューリンク作成・変更
ページを増やすと自動的にメニューバ
ーに増やしたページのリンクが生成さ
れます。また、ページの順番を並べ替
えると、同様にメニューの順番も自動
的に変更されます。

■簡単操作できめ細かいデザイン指定を実現
あらかじめ決められているスタイルタグをプルダウンメニューで選ぶだけで、細部の表現が変わります。また、
同じスタイルタグを選択した箇所は、タグそのものを変更することで、細かい部分のデザイン変更が一括で
簡単に行なえます。

②プルダウンメニューから
選んで変更
①スタイルを変えたい
箇所を選択

■各種webサービスとの連携
・Googleガジェットのブログパーツ挿入が簡単にできるツールを搭載しています。
・Amazon®アソシエイト・プログラム、楽天のアフィリエイト挿入が簡単にできるツールを搭載しています。
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■バージョンアップ無料
「ソースネクスト ホームページZERO」シリーズが対応する各OSの公式サポート終了時までバージョンアッ
プ無料で、常にその時点の最新版をご利用いただけます。パソコンを買い換えた場合も引き継いでお使い
いただけます。
■今後追加・対応検討中のサービス
変化の早いwebトレンドに続々対応して参ります。
・アクセス解析対応
・オンラインショップ対応
・ドロップシッピング連携
・ホームページ領域
・動画共有サイト連携
・写真共有サイト連携
・新ブラウザ対応
・素材・テンプレート追加
・対応プロバイダ追加
・新機能追加

など

パートナー企業からの推薦コメント
今回の発表に際しまして、webサービス提供各社より以下のようなコメントを頂戴しております。
・アマゾン ジャパン株式会社
代表取締役社長 Jasper Cheung 様
Amazon.co.jp®では書籍、家電製品や時計・アパレル用品など、1,000 万点以上の多種多様な商品をご
提供しております。また、品揃えの拡張に伴い、Amazon®アソシエイト・プログラムをご利用いただく方も
年々増えております。
この度ソースネクスト様よりこのような web 連携機能を強化したソフトが登場し、大変喜ばしく思っておりま
す。また、これにより、Amazon®アソシエイト・プログラムの利用をきっかけとして、新たにホームページを
作成する方が増えて市場が活性することに寄与できればこれ以上の喜びはありません。
<Amazon.co.jp について www.amazon.co.jp >
2000 年 11 月 1 日に営業を開始した Amazon.co.jp は、お客様がオンラインで求めるあらゆるものを検索、発見できる、世
界で最も顧客重視の企業であることを目指します。現在 Amazon.co.jp は、1,000 万タイトルを超える和書、洋書、CD、DVD、
ビデオ、PC ソフトウェア、ゲーム、エレクトロニクス、ホーム＆キッチン、おもちゃ＆ホビー、スポーツ、ヘルス＆ビューティー、
時計、ベビー＆マタニティ、アパレル＆シューズ関連商品を取り扱っています。また、Amazon®モバイルのモバイル市場
向けプラットフォームを通じ、Amazon.co.jp は i モード、EZweb、Yahoo!ケータイ、ウィルコムからのアクセスも可能です。
Amazon.co.jp は、業界最先端のオンラインショッピング・テクノロジーにより、信頼のおけるクレジットカード決済、代金引換
による支払い、コンビニ・ATM・ネットバンキング・Edy 払い（先払い）、レコメンデーション機能、そして便利な 1-Click オー
ダーなどのサービスをお客様に提供します。 Amazon.co.jp は、米国ワシントン州シアトルを本拠地とする Fortune500 企
業である Amazon.com（NASDAQ: AMZN）が運営するインターナショナル・サイトの 1 つです。Amazon.com と関連会社は、
www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.co.jp, www.amazon.fr, www.amazon.ca, Joyo
Amazon（www.joyo.cn, www.amazon.cn）のウェブサイトを運営しています。Amazon 及び Amazon.co.jp は、Amazon.com,
Inc.またはその関連会社の商標です。

・楽天株式会社
執行役員 楽天市場ビジネスユニット
マーケティング本部 楽天市場事業戦略本部 本部長 高橋 理人様
この度は、「ホームページ ZERO」の発売おめでとうございます。
「楽天市場」にて約 2,300 万点の商品をご提供している弊社としては、今回「楽天ウェブサービス」を使っ
たアフィリエイト連携機能を搭載したソフトが発売される事により、個人ユーザの皆様がより手軽にアフィリ
エイトをご活用いただけるようになり、大変喜ばしいことだと思っております。
今後も魅力的なサービスを提供していくことで、ソースネクスト様のご発展、およびユーザ・企業様のホー
ムページ作成における市場の活性化に微力ながら寄与できればと願っております。
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「ソースネクスト ホームページ ZERO」シリーズの発売概要
■製品名・価格
■発売日
■製品内容
■販売
■製品情報
■製品名
■発売日
■製品内容
■開発
■販売
■製品情報

：「ソースネクスト ホームページZERO」
「ソースネクスト ホームページZERO 乗換え版」
「ソースネクスト ホームページZERO 学割版」
：2008年5月21日（水）
：ホームページ作成ソフト
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/hob/92010/

9,800円（税込）
6,980円（税込）
6,980円（税込）

：「ソースネクスト ホームページZERO プレミアムパック」
12,800円（税込）
「ソースネクスト ホームページZERO プレミアムパック 乗換え版」
9,800円（税込）
「ソースネクスト ホームページZERO プレミアムパック 学割版」
9,800円（税込）
：2008年5月21日（水）
：ホームページ作成ソフト／FLASHアニメ作成ソフト
：「Web Effect」
株式会社AHS
SourceTec Software Co., LTD.
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/pack/92030/

「ソースネクスト ホームページ ZERO」シリーズの動作環境
【ソースネクスト ホームページZERO】
■対応OS：Windows Vista® Windows® XP/2000 が正常に動作し、インターネットが使えるパソコン
※Windows XP/2000は、管理者権限が必要です。
■インストール容量：約400MB
■メモリ： 各OSが推奨する容量のメモリ
解像度は、800×600ドット、High Color（16ビット、65，536色）以上
1024×768ドット、High Color（24ビット、1，677万色）以上を推奨
■メールアドレスが必要です （携帯電話アドレスは不可）
インターネットによる自動アップデートで、常に最新版をお使いいただく製品です。
バージョンアップやコンテンツ、修正プログラムなどの配布もすべてインターネットにより行ないます。
■プログラムから呼び出してプレビュー可能なブラウザ
・Internet Explorer 6.0以上
・Opera 9.0以上
・Firefox 2.0以上
【Web Effect】
■対応OS：Windows Vista® Windows® XPが正常に動作するパソコン
■インストール容量：約95MB

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 ホームページZERO】
© SOURCENEXT CORPORATION
【Web Effect】
Copyright©2005-2008 AHS Co.Ltd.
Copyright©1997-2008 SourceTec Software Co.,LTD.
All rights reserved.

お客様お問合せ先
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■ソースネクスト・カスタマー・サポートセンター
＜ご購入前のお問い合わせ先＞
ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844
＜ご購入後のお問い合わせ先＞
【ソースネクスト ホームページZERO】
ホームページとeメール、電話によるサポートです。

URL：http://www.sourcenext.com/support/

【Web Effect】
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/
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