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新製品 

パソコンソフト 

Windows® 7 対応シリーズ  

 

News Release 

報道関係者各位           2009年9月16日 

           ソースネクスト株式会社 

 

人気タイトルが続々Windows® 7 に対応 
「携快電話®」「ソースネクスト ホームページ ZERO®」他、計 11 タイトル 

2009 年 10 月 6 日（火）一斉発売 
 
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、Windows® 7に対応した「携快電話®」、「ソースネクスト ホームページZERO®」などの人気タイ
トル、計11タイトルを2009年10月6日（火）に発売いたします。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜発売タイトル＞ 

 「携快電話® Windows® 7対応版」 
 「ソースネクスト ホームページZERO®  ガイドブック付き （Windows® 7対応）」 
 「ソースネクスト ホームページZERO® アップグレード・乗換え版  ガイドブック付き （Windows® 7対応）」 
 「ThinkFree Office Windows® 7対応版」 
 「ソースネクスト B’s 動画レコーダー Windows® 7対応版」 
 「スタースイート 9（5台用） Windows® 7対応版」 
 「PowerDVD EXPERT 2 Windows® 7対応版」 
 「特打®PLUS Windows® 7対応版」 
 「モバイル動画プラスDVD（iPod・PSP®対応版） Windows® 7対応版」 
 「本格翻訳™6 Windows® 7対応版」 
 「特打式® Excel&Word攻略パック Windows® 7対応版」 

 
 
 ソースネクストの製品を安心してWindows® 7でもお使いいただけるよう、さらにWindows® 7対応版のタイト
ルの拡充を進めて参ります。 
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製品名 
「携快電話® Windows® 7 対応版」 
※対応 OS の公式サポート期間中、更新料 0 円の「ZERO シリーズ」ではありません。 

2011 年 10 月までの 2 年間、無料アップデート保証があります。 
価格 4,980 円（税込） 

製品内容 携帯電話データ編集ソフト 

メディア CD-ROM 

開発・販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/use/109730/  
 

製品名 

「ソースネクスト ホームページ ZERO® ガイドブック付き（Windows® 7 対応）」 

「ソースネクスト ホームページ ZERO® アップグレード・乗換え版 ガイドブック付き

（Windows® 7 対応）」 

価格 

  

ガイドブック付き  7,980 円（税込） 

アップグレード・乗換え版 ガイドブック付き 10,800 円（税込） 

製品内容 ホームページ作成ソフト 

メディア CD-ROM 

開発・販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/hob/109690/ 

 

製品名 「ThinkFree Office Windows® 7 対応版」 

価格 4,980 円（税込） 

製品内容 総合オフィスソフト 

メディア USB メモリ 

開発 ThinkFree, Corp 

販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/use/110540/ 

 

製品名 「ソースネクスト B’s 動画レコーダー Windows® 7 対応版」 

価格 3,970 円（税込） 

製品内容 動画録画ソフト 

メディア CD-ROM 

開発・販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/hob/109400/ 

 

製品名 「スタースイート 9（5 台用） Windows® 7 対応版」 

価格 4,980 円（税込） 

製品内容 総合オフィスソフト 

メディア DVD-ROM 

開発 米国サン・マイクロシステムズ社 

販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/use/109420/ 

 

製品名 「PowerDVD EXPERT 2 Windows® 7 対応版」 

価格 3,970 円（税込） 

製品内容 動画再生ソフト 

メディア CD-ROM 

開発 CyberLink Corp. 

販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/hob/110420/  
 

各製品の発売概要 
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製品名 「特打®PLUS Windows® 7 対応版」 

価格 3,970 円（税込） 

製品内容 タイピングソフト 

メディア CD-ROM 

開発・販売 ソースネクスト株式会社  

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/pack/109430/  
 

製品名 「モバイル動画プラス DVD（iPod・PSP®対応版） Windows® 7 対応版」 

価格 3,970 円（税込） 

製品内容 動画変換ソフト 

メディア CD-ROM 

開発 株式会社 AHS 

販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/hob/109450/  
 

製品名 「本格翻訳™6 Windows® 7 対応版」 

価格 3,970 円（税込） 

製品内容 翻訳ソフト 

メディア CD-ROM 

開発 日本電気株式会社 

販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/use/109440/  
 

製品名 「特打式® Excel&Word 攻略パック Windows® 7 対応版」 

価格 3,970 円（税込） 

製品内容 トレーニングソフト 

メディア DVD-ROM 

開発・販売 ソースネクスト株式会社 

製品情報 http://www.sourcenext.com/titles/pack/109410/  
 
※発売日はすべて2009年10月6日(火)です。 
 

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      ：経営企画室 広報担当 田岡 通子 ・ 三浦 真由美 ・ 小林 真衣 ・ 鶴岡 恵 
■連絡先    ：TEL 03-5786-7227 FAX 03-5786-7204  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/ 


