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映画丸ごと 1 本収録の英語学習ソフト「超字幕」に

「ロード・オブ・ザ・リング」3 部作を含む 7 タイトルが新登場
2010 年 12 月 24 日（金）
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、「ロード・オブ・ザ・リング」3部作を含む計7タイトルを、12月24日（金）に英語学習ソフト「超字幕」シリー
ズとして、各3,490円（税込）で発売いたします。
本発売をもって、「超字幕」シリーズの累計タイトル数は185タイトルとなります。なお、この度発売する7タイト
ルは、ダウンロード版のみです。

＜発売タイトル＞

製品名
超字幕／ロード・オブ・ザ・リング ダウンロード版
超字幕／ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 ダウンロード版
超字幕／ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 ダウンロード版
超字幕／セサミストリート ザ・ムービー： おうちに帰ろう、ビッグバード！ ダウンロード版
超字幕／ミュータント・タートルズ －TMNT－ ダウンロード版
超字幕／ハッピー フィート ダウンロード版
超字幕／ドク・ハリウッド ダウンロード版

価格（税込）

各 3,490 円

【 本発売タイトル選択の背景 】
「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズは、世界興行収入ランキングで3部作すべてが20位以内にランクインする
など人気が高い作品です。
また、「セサミストリート ザ・ムービー」や「ハッピー フィート」など、冬休みのお子様と一緒に観られるようなタ
イトルを選定いたしました。
【 本発売タイトルから学べる英語 】
「超字幕／ロード・オブ・ザ・リング」シリーズで学べる英語
スピーチや議論のシーンなどのフォーマルな表現が豊富なシリーズ。ナレーション部分は聞き取りやすく、
初心者のリスニング学習に最適。登場人物が多く、さまざまなスピードの英語にも触れられる。
●So be it.／決まりだ。
●We did what we set out to do.／務めは果たした。
「超字幕／セサミストリート ザ・ムービー： おうちに帰ろう、ビッグバード！」で学べる英語
お子様の早期英語学習・大人の基礎英語ブラッシュアップに最適な一本。初対面の挨拶、友人へ手紙を書
く、地図を見ながらの道案内など実用的なシーンが多く、日常会話を幅広くマスターできる。
●Now, let's get going！／出発するぞ！
●Boy, this is swell.／面白い。
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【 「超字幕」シリーズとは 】
ハリウッド映画や海外TV ドラマ、ドキュメンタリー番組を丸ごと収録しています。日本語字幕と英語字幕を同
時に表示できるほか、簡単な操作で繰り返し再生やスピード調整も可能。セリフの意味をより深く理解すること
ができ、映画を今までとはまったく違ったスタイルで楽しめるパソコンソフトです。
＜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
● 約 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
● セリフから好きな単語をピックアップして、オリジナル単語帳が作れる「単語登録」
● セリフの穴埋めでネイティブの発音の聞き取りにチャレンジできるリスニングクイズ付き
● パソコンで作ったオリジナル単語帳は iPhone で使える（※）
※ ご使用には無料の iPhone アプリケーション「超字幕 どこでも単語」をインストールする必要があります。

「超字幕」シリーズの発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■メディア
■開発・販売
■製品情報

：「超字幕」シリーズ
：各3,490円（税込）
：2010年12月24日（金）
：英語学習ソフト
：ダウンロード版のみ
：ソースネクスト株式会社
：http://www.chou-jimaku.com/

「超字幕」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10MB～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1.2GB～2.3GB（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への接
続が必要です。環境により、時間がかかることがあります。
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。
（超字幕共通）
© Nagase Brothers Inc.
（以下、タイトルごと）
「超字幕／ロード・オブ・ザ・リング」
THE LORD OF THE RINGS, THE FELLOWSHIP OF THE RING, and the names of the
characters, events, items and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a
Tolkien Enterprises under license to New Line Productions, Inc. © 2010 New Line Productions, Inc.
All rights reserved.
「超字幕／ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔」
THE LORD OF THE RINGS, THE TWO TOWERS, and the names of the characters, events,
items and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Tolkien Enterprises
under license to New Line Productions, Inc. © 2010 New Line Productions, Inc. All rights reserved.
「超字幕／ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」
THE LORD OF THE RINGS, THE RETURN OF THE KING, and the names of the characters,
events, items and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Tolkien
Enterprises under license to New Line Productions, Inc. © 2010 New Line Productions, Inc.
All rights reserved.
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「超字幕／セサミストリート ザ・ムービー： おうちに帰ろう、ビッグバード！」
Muppets from Sesame Street © 2009 Sesame Workshop. Kermit the Frog © 2009 The Jim
Henson Company. Sesame Street and the Sesame Street
「超字幕／ミュータント・タートルズ －TMNT－」
TM & © Mirage Studios, Inc. Teenage Mutant NinTurtles © 2007 Imagi Production Limited.
© 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
「超字幕／ハッピー フィート」
Happy Feet TM & © 2006 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 2006 Warner Bros.
Entertainment Inc. All rights reserved.
「超字幕／ドク・ハリウッド」
© 1991 Warner Bros. Entertainment 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: 0570-035-333 （IP電話からは 082-553-1081）
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
：セールスグループ 営業推進チーム 小林 真衣
■連絡先
：TEL 050-5533-4601
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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