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ソースネクスト オリジナルノートパソコン
「ZERONOTE 」eSHOP 限定発売
TM

1500 台限定 2008 年 9 月下旬発売
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、初のオリジナルノートパソコン「ZERONOTETM」（LB-UL500B-SN）（税込 99,800円）
を、弊社webサイトに併設する「ソースネクストeSHOP」にて、1,500台限定で2008年9月下旬に新発売いたし
ます。
「ZERONOTE」は、ウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティZERO®」、ハガキ・住所録作成ソフト「筆王ZE
RO®」、携帯メモリ編集ソフト「携快電話ZERO®」の３つの「ZERO」シリーズソフトを搭載。マイクロソフト社に
よるWindows Vista Home Premiumの公式サポート期間が終了するまで（※）、毎年の更新料やバージョン
アップ費用を支払うことなく、いつでも最新版のプログラムを使用することができます。※2015年4月11日まで （20
08年8月）

パソコン本体はマウスコンピューター社製で、 ソースネクストが開発した専用スタートプログラムやランチ
ャーを搭載し、初心者でも簡単にお使いいただけるように配慮しております。
【オリジナルノートパソコン発売の背景】
弊社は、ソースネクスト総合 web サイトに併設する「ソースネクスト eSHOP」にて、弊社が厳選したパソコン
本体の販売を行ない、ご好評を頂戴して参りました。そのノウハウを生かし、事業拡大とパソコンソフトの普
及を目的に企画したのが「ZERONOTETM」です。
従来、店頭で販売されるパソコンでは、多数の機能限定や期間限定のお試しソフトが搭載されていたり、
通信販売のパソコンでは、期間限定のセキュリティソフトだけしか入っていないという傾向が見られました。
「ZERONOTETM」では、どのようなソフトが入っているのが好ましいかを、お客様視点で見直し、ソフトメーカ
ーならではの強みを生かして商品化いたしました。
第１弾として「ソースネクスト eSHOP」にて 1,500 台限定のテスト販売を行ない、今後の拡大展開を検討し
て参ります。

※ 本体画像はサンプルです。仕様は予告なく変更する場合があります。
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【「ZERONOTE」のコンセプトと特長】
■通常の使用に十分なハードウェア
ご家庭で使いやすいオールインワンタイプのノートパソコン（マウスコンピューター社製）
■必ず使うソフト（正規版）だけをプリインストール
◎セキュリティソフト、年賀状ソフト、ケータイメモリ編集ソフト
あとあと 0 円の「ZERO」シリーズで 2015 年までずっと最新版を使えます。
セキュリティ対策も最初から 0 円で、以降の更新も不要です。
◎Microsoft Office 付き
Microsoft Office Personal 2007 をプリインストールしています。
◎パソコンデータ移行ソフト
古いパソコンからデータや環境を簡単に移行できます。
◎データ安全消去ソフト
パソコンを処分する際に、復元されないように安全にデータを消去できます。
■簡単に使いはじめられる独自プログラム
ス タ ー ト ア ッ プ を 簡 単 に 行 な う 専 用 プ ロ グ ラ ム 「 ZERONOTETM ス タ ー ト ア ッ プ 」 と 専 用 ラ ン チ ャ ー
「ZERONOTETM メニュー」を搭載しました。

※ 画像はサンプルです。仕様は予告なく変更する場合があります。

【プリインストール済みソフト詳細】
■マイクロソフト社製ソフト
＜統合オフィスソフト＞
「Microsoft Office Personal 2007」
■ソースネクスト製ソフト （インストールだけでなく、通常パッケージもそのまま同梱しています）
＜総合セキュリティ対策ソフト＞
「ウイルスセキュリティ ZERO®（3 台まで使える新版）」 （標準価格 4,980 円）
ウイルス・スパイウェア・ネット詐欺・不正アクセス対策、個人情報保護、迷惑メール対策
自動アップデート、自動操作
＜住所録・ハガキ作成ソフト＞
「ソースネクスト 筆王 ZERO®（2009 年パッケージ）」 （標準価格 4,980 円）
さまざまな素材、フォント、テンプレートを豊富に収録するだけでなく、タイムリーな新着素材や最新の
郵便番号辞書を無料で更新。バージョンアップがあった際も無料。
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＜ケータイメモリ編集ソフト＞
「ソースネクスト 携快電話 ZERO®」 （標準価格 4,980 円）
ケータイとパソコンを専用ケーブルでつないで、アドレス帳などをケータイに保存し、万一の際にケー
タイに書き戻せます。
続々発売されるケータイ新機種への対応を無料アップデートで行ないます。
＜データ移行ソフト＞
「引越おまかせパック® 2」 （標準価格 1,980 円）
古いパソコンと新しいパソコンを専用ケーブルでつないで、データや環境を移行できます。
＜データ安全消去ソフト＞
「SOURCENEXTstyle® ドライブクリーナー」 （標準価格 3,970 円）
パソコンを処分する際に、ハードディスクのデータを悪用されないように、復元できないよう消去しま
す。

「ZERO」シリーズとは
マイクロソフト社の対応 OS の公式サポート期間が終了するまで、インターネットによる無料アップデー
トで毎年の更新料やバージョンアップ費用を支払うことなく、いつでも最新版のプログラムを使用する
ことができるシリーズです。
【パソコン本体概要】
○マウスコンピューター社製
○Windows Vista Home Premium SP1 搭載
○メモリ 2GB
○15.4 インチＴＦＴ WXGA(最大 1280x800)カラーワイド光沢液晶ディスプレイ
○160GB ハードディスク
○DVD スーパーマルチドライブ
○マルチカードリーダー

発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■開発
■販売
■製品情報

：「ZERONOTETM」（LB-UL500B-SN）
：99,800円（税込）
：2008年9月下旬
：ノート型パーソナルコンピュータ
：株式会社マウスコンピューター
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/zeronote/

製品仕様
本体型番
OS
プロセッサ
機能リスト
マシンタイプ
チップセット
主記憶(RAM)容量
標準容量
スロット数/最大容量
メモリタイプ
ビデオ・チップ
ビデオ・サブシステム
ビデオ・メモリ容量
ディスプレイ

LB-UL500B-SN
Microsoft® Windows Ｖｉｓｔａ® Home Premium with SP1 ※1
インテル® Celeron® プロセッサー 550
1MB L2 キャッシュ/2GHz/533MHz FSB
ノート PC
SiSM672 + SiS968 チップセット
2048MB （2048MB×1）
1/2048MB
PC2-5300 DDR2 SODIMM
SiS Mirage™3+ グラフィックス
メインメモリよりシェア （128MB） ※2
15.4 インチ TFT 光沢液晶ディスプレイ （WXGA 表示対応） ※3
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サポートする解像度
および最大発色数
※4

640×480
800×600
1,024×768
1,280×800

FDD
HDD ※5

標準 HDD 仕様
標準 HDD 容量

その他の補助記憶装
置

DVD ドライブ

オーディオ機能
WEB カメラ

インターフェイス・ポー
ト ※6

USB
パラレル
シリアル
モデム
イーサネット
BlueTooth
無線 LAN
NAND フラッシュ
サウンド/映像関連

IEEE1394
TVOUT 機能
オプション用スロット
Express スロット
カードリーダー
キーボード
マウス
電源
本体寸法 幅×奥行き×高さ（mm）
動作時間（標準バッテリー使用時最大） ※8
重量（kg） ※9
使用環境
付属ソフトウェア
付属品
エネルギー消費効率
省エネルギー基準達成率 (%)
省エネルギー基準達成率表示語
区分
保証期間

1,677 万色
Serial ATA 5,400rpm
160GB
DVD±R 2 層書き込み対応最大 8 倍速 DVD スーパーマルチドライブ
（±R DLx4/±
Rx8/+RWx8/-RWx6/RAMx5/CD-Rx24/CD-RWx24/DVDx8/CDx24）
ハイ・ディフィニションオーディオ （ステレオスピーカー内蔵）
4 （左側面×1、背面×3) USB2.0 対応
1（100Base-TX/10BASE-T （RJ-45）、オンボード）
802.11b/g 対応 無線 LAN （内部 PCI Express 接続）
ヘッドフォン出力 （ステレオミニジャック メス）、マイク入力 （モノラルミニ
ジャック メス）
1 (アナログ RGB Mini D-SUB 15 ピン メス、背面×1)
4in1 マルチカードリーダー搭載（MMC/SD/MS/MS Pro） ※7
JIS 標準配列 （英数、かな）、88 キーレイアウト、Windows キー付
タッチパッド搭載
内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V （AC アダプタ経由 入力
100V AC 50/60Hz、出力 20V DC 65W）
358 x 256 x 35～37 （折り畳み時）
1.75 時間
2.26kg
温度 10～35℃、湿度 8～80%
Adobe® Reade®
電源ケーブル、AC アダプタ、ドライバソフト
0.0013379732
194.3237668
A
l
1年

※1 初期搭載 OS 以外のサポートは行なっておりません。
※2 メインメモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。
※3 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、
製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
※4 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力および使用するオペレーティング・システムの性能により異なりま
す。また、接続するモニタは、プラグ＆プレイに対応したものをご使用ください。
※5 標準装備のハードディスク容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同
容量の場合でも実際の値は小さくなります。
※6 ケーブルなどは別途お求めください。USB、イーサネットなど、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
※7 著作権保護機能（マジックゲート機能、ID 機能など）は非対応です。
※8 JEITA 測定法 1.0 によるバッテリー平均動作時間です。
※9 付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
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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。
©SOURCENEXT CORPORATION

お客様お問合せ先
■購入前のお問合わせ
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： http://www.sourcenext.com/support/
■ご購入後のお問合わせ
・パソコン本体（ハードウェア）のサポートは、株式会社マウスコンピューターが行ないます。
・パソコン本体に収録されている弊社製品（ソフトウェア）のサポートは、パッケージ版と同様のサポートを行
ないます。
ホームページと e メールによるサポート： 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 田岡 通子
Tel：03-5786-7227 Fax：03-5786-7204

e-mail： pr@sourcenext.com

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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