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ハガキ作成ソフトの最新版「筆王®」がお求めやすくなって新登場

「ソースネクスト 筆王® Ver.15」
2010 年 9 月 3 日（金）発売
http://www.fudeoh.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、ハガキ作成ソフト「ソースネクスト 筆王® Ver.15」、「ソースネクスト 筆王® Ver.15 乗り換え版」を9月
3日（金）にそれぞれ3,990円（税込）、2,990円（税込）で発売いたします。
昨年は通常版を4,980円（税込）、乗り換え版を3,680円（税込）で販売いたしましたが、本年はさらにお求め
やすい価格で提供いたします。さらに限定15万本には、もれなくオリジナルカレンダーが付いています。
「ソースネクスト 筆王® Ver.15」

「ソースネクスト 筆王® Ver.15 乗り換え版」

限定 15 万本に、もれなく
オリジナルカレンダーが付いています。

【 「ソースネクスト 筆王® Ver.15」の特長 】
●昨年よりさらにお求めやすくなった低価格 【New】
●使い方ムービー「簡単操作ナビ」収録 【New】
●年賀状用の新素材を約700点追加し、素材数は17万点以上 【New】
●もらって嬉しい「筆王® 飛び出す年賀状」素材収録 【New】
「筆王® Ver.15」は、昨年よりさらにお求めやすい価格での提供を実現いたしました。素材を17万点収録し、
オールカラーの説明本「超図解® ソースネクスト 筆王® Ver.15 公式ガイドブック」も同梱するなど、ボリュー
ム満点の内容で通常版は3,990円（税込）、乗り換え版は2,990円（税込）です。
「ソースネクスト 筆王 ZERO®
（2010 年パッケージ）」
4,980 円（税込）
さらにお求めやすく
3,680 円（税込）

【New】「ソースネクスト 筆王® Ver.15」

通常版
乗り換え版

3,990 円（税込）
2,990 円（税込）

【 「筆王®」のユーザーは年齢層が高い 】
「筆王®」のユーザーの特長は、弊社のその他ソフトのユーザーと比べて年齢層が高い点です。ソースネク
スト製品全体のユーザーの中で50代以上の方は35％ですが、「筆王®」のユーザーでは、50代以上の方は
50％です。
＜ソースネクスト製品全体の年代別ユーザー割合＞

＜「筆王®」の年代別ユーザー割合＞

2010 年 8 月 ソースネクスト調べ

このような傾向を踏まえ、普段パソコンをあまり使わないお客様にもわかりやすいよう、本製品には再生する
だけで使い方が簡単にわかる「簡単操作ナビ」（動画）を収録いたします（「簡単操作ナビ」は、2010年9月下
旬にアップデータで配信予定です）。
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【 「ソースネクスト 筆王® Ver.15」の特長 】
●簡単操作ナビ搭載 【New】
見るだけで使い方が簡単にわかる、「簡単操作ナビ」を新
たに搭載いたします。「ソースネクスト 筆王® Ver.15」の操
作がムービーで収録されており、ムービーと同じ操作をす
るだけで、きれいな年賀状が作成できます。
その他、「はじめての筆王®」や「音声ガイド」も搭載してい
るので、ハガキ作成で迷うことがありません。
※「簡単操作ナビ」は、9月下旬にアップデータで配信予定
です。
●新たな素材700点を収録 【New】
「筆王®」は、デザインテンプレートや、イラスト、写真、フォントなど、17万点の素材を収録しています。この
度発売する「ソースネクスト 筆王® Ver.15」ではさらに700点の年賀状用新素材を追加しました。

※ベッキーさんの写真は、「筆王®」の素材ではありません。ソースネクストがデジカメモードで作成したデザイン例です。

●「筆王® 飛び出す年賀状」収録 【New】
「筆王®」に、もらって嬉しい「筆王® 飛び出す年賀状」素材5点×2種を収録。ハガキを受け取った人は、
無料のiPhoneアプリケーション「筆王® 飛び出す年賀状」（9月配布開始予定）をダウンロードし、届いたハガ
キのウサギマーカーを撮ると、年賀状からウサギが飛び出し、さらに画面をタッチするとウサギがいろいろな動
きをします。
＜「筆王® 飛び出す年賀状」アイコン＞

iPhone アプリケーション
「筆王® 飛び出す年賀状」
App Store にて 9 月配布開始予定

1．「筆王®」で作ったウサギ
マーカー付きのハガキを準備

2．「筆王® 飛び出す年賀状」で
ウサギマーカーを撮る

3．ウサギが iPhone の中で
飛び出し、動きます

© Interactive Brains Co.,LTD. All Rights Reserved.
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●本格的な写真年賀状が作成できる「コラージュモード」搭載
お気に入りの写真をドラッグ＆ドロップし、レイアウトパターンを選ぶだけで、選択した写真をまとめて自動配
置する機能です。わずか数クリックで、複数の写真をきれいにレイアウト。100通り以上のレイアウトが可能で
す。

写真はまとめて
ドラッグ＆ドロップ
レイアウトは
5 種類から選択

位置や間隔の
微調整もできる

●オールカラーガイドブック同梱
画面を見ながら覚えられるオールカラーの図解ガイドブック「超図解® ソースネクスト
筆王® Ver.15 公式ガイドブック」を同梱しています。

●「Win書道」を特別収録
オリジナル賀詞や手書きイラストが描ける「Win書道」を特別収録しました。マウスで書
いた「書」で、個性的な年賀状を作成することができます。
＜「Win 書道」 メイン画面＞

＜「Win 書道」で作成の書のサンプル＞

「ソースネクスト 筆王® Ver.15」の発売概要
■製品名・価格
■発売日
■製品内容
■開発・販売
■製品情報

：「ソースネクスト 筆王® Ver.15」
3,990円（税込）
「ソースネクスト 筆王® Ver.15 乗り換え版」 2,990円（税込）
：2010年9月3日（金）
：ハガキ作成ソフト
：ソースネクスト株式会社
：http://www.fudeoh.com/
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「ソースネクスト 筆王® Ver.15」の動作環境
■対応OS

：Windows® 7（32ビット／64ビット版）、Windows Vista®（32ビット／64ビット版）、
Windows® XPが正常に動作するパソコン
※Windows® XPは管理者権限が必要
■メモリ
:各OSが推奨するメモリ
■解像度
:1024×768ドット、High Color（15ビット、32,768色）以上
■ブラウザ
:Internet Explorer 6.0以降
■ハードディスク空き容量：約750MB（インストールの作業領域を含む）
＜ご注意＞
■「筆王ZERO®」をお持ちの方は、本製品をご購入いただく必要はありません。
■ご利用には、エントリーが必須です。エントリー時はインターネットに接続する必要があります。
■利用開始手続きのため、メールアドレスの登録が必要となります（携帯電話アドレスは不可）。
■ポストスクリプトプリンタでは印刷できません。
■Unicode文字は利用できません。

iPhone アプリケーション「筆王® 飛び出す年賀状」の製品概要
■製品名
■価格
■製品内容
■発売日
■開発
■提供

：「筆王® 飛び出す年賀状」
：無料
：「筆王®」専用iPhoneアプリ
：2010年9月 予定
：株式会社インタラクティブブレインズ
：ソースネクスト株式会社

iPhone アプリケーション「筆王® 飛び出す年賀状」の動作環境
■対応OS
：iOS4.0以上
■インストール容量：600KB

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。
（「筆王®」）
© SOURCENEXT CORPORATION
（「筆王® 飛び出す年賀状」）
© Interactive Brains Co.,LTD. 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 082-553-1081）
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.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 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/
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