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新製品 

パソコンソフト 

「超字幕®」シリーズ  

 

News Release 

報道関係者各位           2010年3月25日 

            ソースネクスト株式会社 

 

ディスカバリーチャンネルの番組を丸ごと 1 本収録 

  「超字幕®／Discovery」シリーズに新タイトル 3 作追加 
2010 年 3 月 25 日（木）発売 
http://www.chou-jimaku.com/ 

 
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、「超字幕®」シリーズに「超字幕®／Discoveryネクストワールド 2030年のテクノロジー：人体と不老長寿」
など、ディスカバリーチャンネルのドキュメンタリーを使用した計3タイトルを、3月25日（木）に発売いたします｡ 

「超字幕®」シリーズは、本発売をもって累計159タイトルとなります。なお、この度発売する3タイトルは、ダウ
ンロード版のみを販売いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜発売タイトル＞ 
 「超字幕®／Discoveryネクストワールド 2030年のテクノロジー：人体と不老長寿」 
 「超字幕®／Discoveryネクストワールド 2030年のテクノロジー：未来のエンターテイメント」 
 「超字幕®／Discovery Xボックス開発の舞台裏」 
 
【 「超字幕®」シリーズとは 】 

2009年6月に新発売したハリウッド映画を丸ごと1本収録し、さまざまな機能を付加した英語学習ソフトです。
2009年10月には、世界的に人気のあるディスカバリーチャンネルのドキュメンタリー番組を収録したシリーズ
も発売しました。 
  ＜特長＞ ● 日・英字幕の同時表示が可能 

● 全セリフを表示、セリフ単位で再生・リピートができる 
● 単語に触るだけで意味を瞬間表示できる、ポップアップ辞書搭載 
● 46万語の研究社「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」を搭載 
● パソコンにインストールでき、映画を持ち運べる 

 
【 「超字幕®／Discovery」シリーズの人気タイトル 】 
 「超字幕®／Discovery」シリーズは累計22タイトルを発売しており（2010年2月末時点）、人気の上位5タイト
ルは下記の通りです。 
 科学や自然に関するタイトルの販売が好調であることを受け、この度発売のタイトルを決定いたしました。 
 
      ＜「超字幕®／Discovery」シリーズ人気タイトル＞ 

順位 タイトル 

1 位 超字幕®／Discovery ザ・人体 ～映像で見る解体新書～ 脳と記憶  

2 位 超字幕®／Discovery NASA50 年 宇宙開発の光と影 1 

3 位 超字幕®／Discovery 都市と歴史 ニューヨーク 

4 位 超字幕®／Discovery エコ・テクノロジー  未来の燃料  

5 位 超字幕®／Discovery 地球の過去と未来 グランドキャニオン 

 
 

2010 年 3 月 ソースネクスト調べ。 

ソースネクスト eSHOP での 2 月月間販売本数に基づく。 

©2010 Discovery Communications, LLC.  All rights reserved. 
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【 新タイトルで学べる表現 】 
 新しく発売される「超字幕®／Discovery」シリーズでは、以下のような英語が学べます。 
 
●「超字幕®／Discoveryネクストワールド 2030年のテクノロジー：人体と不老長寿」 

unprecedented／いまだかつてない 
embark on a quest／探求に乗り出す 
look very promising／大いに期待できる 
Sound far fetched？／突拍子もない話に聞こえますか？ 
It's not a question of if; it's a question of when. 
 ／もはや「もし」できたらではなく、「いつ」できるかなのです。 

 
●「超字幕®／Discoveryネクストワールド 2030年のテクノロジー：未来のエンターテイメント」 

lifelike／生きているような 
immersive／体験型の、臨場感のある 
mind-boggling／度肝を抜くような、とてつもない 
The sky's the limit.／可能性は無限大です。 
I think we're really only at the tip of the iceberg in terms of what's possible. 
 ／実現できる技術という点ではこれはまだ氷山の一角です。 

 
●「超字幕®／Discovery Xボックス開発の舞台裏」 

groundbreaking／革新的な 
X-factor／未知の要因 
green light meeting／承認会議 
be back to square one／振り出しに戻る 
The game will either get the go ahead, or be grounded for good. 
 ／このゲームにゴーサインが出るか永久にお蔵入りとなるかが決まるのです。 

 
【 「超字幕®」シリーズをお使いのお客様の声 】 
  ●使い勝手がものすごくよい。最高の語学教材ですね！（福岡県／信谷 英明さん） 
  ●こんなに低価格で、これだけの機能を持つソフトに感激しています。（千葉県／鈴木 美津江さん） 
  ●DVD映画では決して出来ない英語学習法として画期的だと思う。（千葉県／加瀬 博之さん） 
  ●今までは普通のDVDで、英語字幕→日本語字幕→英語字幕→字幕なしと、何度も巻き戻しながら 
   勉強していたのが、うそのように楽になりました。もっと他の映画も購入しようと思います。 
   （山口県／上村 勝也さん） 
 
 

「超字幕®／Discovery」シリーズの発売概要 
 
■シリーズ名  ：「超字幕®／Discovery」シリーズ  
■価格  ：1,980円（税込） 
■発売日  ：2010年3月25日（木） 
■製品内容  ：英語学習ソフト 
■メディア  ：ダウンロード版のみ 
■開発・販売  ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報  ：http://www.chou-jimaku.com/ 
 

「超字幕®／Discovery」シリーズの動作環境 
 
■対応OS  ：Windows® 7 ／ Windows Vista® ／ Windows® XP （SP2以上）が正常に動作し、支 
              障なく動画を扱えるパソコン （Windows® XP以外は、64ビットOSにも対応） 
■CPU  ：1.33GHz以上（2GHz以上推奨） 
■メモリ  ：Windows® XP：512MB以上 (1GB以上推奨) 
   Windows Vista®：1GB以上 (2GB以上推奨) 
   Windows® 7 (32ビット)：1GB以上 (2GB以上推奨) 
   Windows® 7 (64ビット)：2GB以上 
■インストール容量：プログラム：約150MB～1GB（パソコンの環境により異なる） 
  コンテンツ（ムービーなど）：約600MB～約1.4GB（タイトルにより異なる） 
■制限事項  ：ご視聴前にプログラムのインストールが必要で、インストール時にはインターネットが必 
   要です。環境により、時間がかかることがあります。 
 



 

 

3 

 

 
 

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。 
（「超字幕®」シリーズ共通） 

© SOURCENEXT CORPORATION 
（「超字幕®／Discovery」シリーズ共通） 

©2010 Discovery Communications, LLC.  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: 0570-035-333 （IP電話からは 042-679-6974） 
ホームページとeメールによるサポートです。  URL：http://www.sourcenext.info/ 

 

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 050-5533-8303   FAX 03-6430-6407  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/ 


