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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           2011年4月26日 

            ソースネクスト株式会社 

 

映画丸ごと 1 本収録の「超字幕」に、2010 年公開の新タイトルが登場 

「セックス・アンド・ザ・シティ・2 [ザ・ムービー]」他、計 7 タイトル 
2011 年 4 月 26 日（火）に新発売 

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、2010年6月に公開された話題作「セックス・アンド・ザ・シティ・2 [ザ・ムービー]」他、計7タイトルを、4月
26日（火）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213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 価格（税込） 

超字幕／セックス・アンド・ザ・シティ・2 [ザ・ムービー] ダウンロード版 

各 3,490 円 

超字幕／ディスクロージャー ダウンロード版   

超字幕／スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 ダウンロード版 

超字幕／シャイニング ダウンロード版 

超字幕／アウトブレイク ダウンロード版 

超字幕／イレイザー ダウンロード版 

超字幕／デモリションマン ダウンロード版  
 
【 「超字幕」の平均所持本数は2.7本 】 
 「超字幕」シリーズをお使いのお客様の平均所持本数は2.7本です。「超字幕」シリーズは、ソースネクストの
パソコンソフトの中で、極めて複数買いの多い製品です。 
 一度ご使用いただいたお客様に、「次は違うタイトルで勉強してみよう」と思っていただくためにも、引き続き
タイトル拡充には注力していく予定です。 
 
【 本発売タイトルから学べる英語 】  
 今回発売する 7 タイトルのうち、「超字幕／ディスクロージャー」、「超字幕／アウトブレイク」は、特にビジネス

英語を習得したい方におすすめです。 

 

■「超字幕／ディスクロージャー」で学べる英語 

 日常業務や会議、プレゼンなど、様々なビジネスシーンで使える表現が豊富。会社の事業内容、経営、戦

略、人事などに関する語彙力アップにも役立つ。 

状況を説明したり、根拠を示しながらロジカルに意見を述べる場面が多いのも特徴。英語も聞き取りやすく、

初級者が無理なくビジネス英語を学べる 1 本。 

●Has she any technical background? / 専門知識はあるの？ 
●The resulting delays will actually increase the costs by more than 70%. / このため最終的には70％

のコスト増となります。 
 

■「超字幕／アウトブレイク」で学べる英語 

 上司への報告、部下への指示など、仕事で使えるフレーズが豊富。パニック映画ながら多彩なシーンで日

http://www.chou-jimaku.com/
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「超字幕」シリーズの発売概要 
 

「超字幕」シリーズの動作環境 

コピーライト表記について 
 

常、ビジネス、心に残る感動的なフレーズなど学びどころ満載。 

また、知っておきたい体の部位や症状を表わす表現、時間・期間などの数字表現が多く、実用的な１本。 

●Imagining the best-case scenario. / そんな楽観論を。 

●Oh, nothing.I just got a sudden case of the willies. / 何でもありませんちょっと寒気が。 

 

【 「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。 

 

 

          
■製品名  ：「超字幕」シリーズ 
■価格  ：各3,490円（税込） 
■発売日  ：2011年4月26日（火） 
■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/ 
 
 

 
■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1.0GB～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。 
 

 
 

■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／セックス・アンド・ザ・シティ 2 [ザ・ムービー]」 
SEX AND THE CITY TM is a registered trademark of Home Box Office, Inc. SATC2  
© 2010 Village Roadshow Films (BVI) Limited. Design © 2010 WBEI. All rights reserved. 
「超字幕／ディスクロージャー」 
© 1994 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 
「超字幕／スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師」 
© 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.  
「超字幕／シャイニング」 
© 1986 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 

http://www.chou-jimaku.com/
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本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 

素材・プレスリリースなどのダウンロード 
 

お客様お問合せ先 

「超字幕／アウトブレイク」 
 © 1995 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.  
「超字幕／イレイザー」 
© 1996 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 
「超字幕／デモリションマン」 
© 1993 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 

 
 
■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 
 
 
 

■担当  ：セールスグループ 営業推進チーム  柳沼 友香 
■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。 
 
 

 
■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/ 

http://www.sourcenext.info/
mailto:pr@sourcenext.com
http://sourcenext.co.jp/pr/

