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ソースネクスト株式会社

遂に Mac OS X に対応

「スタースイート 9 （Uメモ）」
2008 年 12 月 12 日（金）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、「スタースイート 9 （Uメモ）」（税込6,980円）を2008年12月12日（金）に発売いたします。
【製品概要】
「スタースイート 9 （Uメモ）」は、ワープロ・表計算・プレゼンテーション・データベース・図形描画・数式
入力の6つのアプリケーションが入った総合オフィスソフトです。今回新しくMac OS Xに対応し、Windows、
Mac OS X、Linuxの3つのOSで利用できるようになりました。Microsoft Office 2000～2003形式のファイル
との互換性があるため、「スタースイート 9 （Uメモ）」を代替オフィスソフトとして利用できるのはもちろん、会
社や学校などでMicrosoft Officeを利用されている方でも、自宅ではリーズナブルな「スタースイート 9 （U
メモ）」を利用して、文書編集を行なうことができます。また、3台まで（1台に1OSの場合）利用できるので（※
同一個人および同種のOS上でのご利用に限ります）、パソコンを複数台お持ちの方にもおすすめです。プ
ログラムはUSBメモリに収録されており、ウルトラモバイルパソコンなどCD-ROMドライブのないパソコンにも
インストールできます。
【主な特長】
・Microsoft Officeとの高い互換性
・Windows、Mac OS X、Linuxの3つのOSで使える 【NEW】
・ワープロ・表計算・プレゼン・データベース・図形描画・数式入力の6つのアプリケーションを搭載
・PDFドキュメントの読み込み・編集に対応 【NEW】
・ワープロツール： ズームスライダによる表示サイズ調整・複数ページ表示での編集 【PowerUp】
・表計算ツール： グラフ作成機能強化 【PowerUp】
ソルバー機能搭載 【NEW】
・プレゼンテーションツール： 発表者用ノートと視聴者用スライドを2画面表示 【NEW】
プレゼンテーションミニマイザー搭載 【NEW】
・メール・カレンダーツール同梱 【NEW】

プレゼンテーションツール「Ｉｍｐｒｅｓｓ」の編集画面（Mac OS X 上で開いた画面）
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「スタースイート 9 （U メモ）」の主な特長
■Microsoft Office との高い互換性
Microsoft Office と高い互換性があります。Microsoft Office で作成したファイルを開いて、編集、保存するこ
とができます。
※Microsoft Office 2000～2003 で作成したファイルはそのままの形式で編集・保存ができます。Microsoft
Office 2007 で作成したファイルは、Office 2000～2003 形式で保存することにより、「スタースイート 9 （U メ
モ）」で編集できます。
<Microsoft Office 2003>

<スタースイート 9 （U メモ）>
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■Windows、Mac OS X、Linux の 3 つの OS で使える【NEW】
今回、Mac OS X に新規対応し、3 つの OS 上で利用できるようになりました。
（Windows）

（Mac OS X）

（Linux）

■6 つのアプリケーションを搭載
ワープロ
Writer

表計算
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データベース
Base

図形描画
Draw

数式
Math

■PDF ドキュメントの読み込み・編集に対応【NEW】
PDF ファイルを図形描画ツール（Draw）に読み込んで編集することができます。

インポート

（Acrobat Reader で表示した PDF 文書）

（PDF 文書をインポートした「Draw」の編集画面）

■ワープロツール： ズームスライダによる表示サイズ調整・複数ページ表示での編集 【PowerUp】
ズームスライダによる表示サイズ調整が可能になりました。ドキュメントのスムーズな拡縮が可能です。また、
拡縮に応じて複数ページを同時に表示し、そのまま編集作業を行なえるので、例えば 2 ページ見開きの状
態でレイアウトを調整しながら編集するといったことができます。

（ズームスライダ）
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■表計算ツール：ソルバー機能搭載【PowerUp】
対象セルが最適化された値になるように、数式の変数値を見つける「ソルバー」機能を追加しまし
た。

（ソルバー画面）

■表計算ツール：グラフ作成機能強化【PowerUp】
回帰曲線、3D分解円グラフ、3Dドーナツ、3D平滑線などの新しい種類のグラフ作成が可能になりました。

（グラフのサンプル）
■プレゼンテーションツール： 発表者用スライドと視聴者用スライドを2画面表示 【NEW】
発表者用と視聴者用でそれぞれ別々のスライドを表示することができます。発表者用スライドでは、現在表
示しているページのノートや、次のページを同時に表示することができます。

（視聴者用スライド）

（発表者用スライド）
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■プレゼンテーションミニマイザー搭載 【NEW】
ファイル内で利用している画像の解像度設定などを専用画面で行なうことによって、プレゼンのファイルサ
イズを縮小できます。
サンプルファイル
画像を333個使用した154ページのプレゼン

変換前
30.9MB

縮小後
8.72MB

効果
約70％縮小

画像を47個使用した14ページのプレゼン

3.6MB

321KB

約91％縮小

画像を13個使用した8ページのプレゼン

888KB

295KB

約6７％縮小

（2008年11月 ソースネクスト調べ）
※効果は、使用するファイルやファイル縮小時に設定する解像度などの設定により異なります。
■メール・カレンダーツール同梱 【NEW】
オープンソースのメール管理ソフト「Thunderbird」と、「Thunderbird」に統合して利用できるイベント／タスク
などのスケジュール管理機能を備えたアドインソフト「Lightning」を同梱しています。

米国サン・マイクロシステムズ社からの推薦コメント
今回の発表に際しまして、開発パートナーである米国サン・マイクロシステムズ社より以下のコメントを頂戴
しております。
米国サン・マイクロシステムズ社 Michael Bemmer
OpenOffice.org/StarOffice and Sun Java Communications Suite, Sr. Director Collaboration Engineering
この度販売開始となる「スタースイート 9 （U メモ）」は、これまでの製品のバージョンアップ製品として
Mac OS X のサポートを追加した他、多くのお客様にとってより使いやすさを追求すると共に、多くの機能
強化が図られております。また、「スタースイート 9 （U メモ）」は、Microsoft Office 製品との互換性を備え
オープン・スタンダードを基盤とした企業規模のオフィスソフトを、より低コストで実現することができます。
我々は、ソースネクスト株式会社との継続的なパートナーシップを歓迎し、この戦略的協業により日本の
消費者市場において製品の拡販が加速し、さらなるビジネスの成功と拡大を期待しております。

「スタースイート 9 （U メモ）」の発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■メディア

：「スタースイート 9 （Uメモ）」
：6,980円（税込）
：2008年12月12日（金）
：USBメモリ
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■製品内容
■開発
■販売
■製品情報

：総合オフィスソフト
：米国サン・マイクロシステムズ社
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/use/97420/

「スタースイート 9 （U メモ）」の動作環境
■対応OS
【Windows版】
・Windows Vista® Windows® XP/2000（SP2以上）
・インストール容量：約700MB以上
・モニタ：1024×768以上の解像度、256色以上
・Windows版のインストールやアンインストールにはAdministrator権限が必要。
【Macintosh版】
・Mac OS X 10.4以上がインストールされているIntel搭載Mac
・インストール容量：約600MB以上
・モニタ：1024×768以上の解像度、256色以上
【Linux版】
・Kernel バージョン2.4以降
・glibc2 バージョン2.3.2以上
・インストール容量：約600MB以上
・モニタ：1024×768以上の解像度と256色以上のXサーバー
・Linux版のインストールやアンインストールにはスーパーユーザー権限が必要。
・Javaアクセシビリティ支援ATツール（AssistiveTechnology Tools）機能の使用にはGnome2.6以上、
gail 1.8.6、at-spi 1.7のパッケージが必要。
■注意事項
・USBが使えること。
・プログラムの再ダウンロード時にはユーザー登録が必要。
・オンラインアップデート機能によるプログラム更新機能の利用には、インターネット環境が必要。

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。
©2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

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: 03-5350-4844
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：セールスグループ 製品プロモーションチーム 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。評価版など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/

