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容量無制限（※）で写真をクラウドに保管できる 「30days AlbumTM PRO」
オンライン購入版 2011 年 4 月 27 日（水） 発売
パッケージ版 2011 年 6 月 3 日（金） 発売
http://www.sourcenext.com/titles/hob/127130/
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、株式会社paperboy&co.（本社：東京都渋谷区桜丘町 代表取締役社長：佐藤 健太郎）の提供する、
容量無制限（※）でいつでも使えるオンラインアルバムサービス「30days Album（URL：http://30d.jp/）」の有
料プラン「PROプラン」を1年＋最大1ヶ月使用できるシリアルの入ったパッケージ「30days Album PRO」として、
3,990円（税込）で発売いたします。
本製品は、4月27日（水）よりソースネクストeSHOPにてオンライン先行販売を開始し、6月3日（金）に店頭で
のパッケージ販売を開始します。
※保存容量は無制限ですが、１ヶ月にアップロードできるファイル容量に制限があります（5GB）

＜特長＞
●容量無制限で簡単に写真を web 上に保管できる
●知人へ安全に写真を渡せるアルバム機能
●PC、携帯、スマートフォンで、いつでもどこでも使える
●簡単に始められるフォトブログ機能付き

【 発売の背景 】
Androidケータイの機種の拡充などにより、スマートフォンの普及が加速しています。2010年第3四半期の日
本国内スマートフォン出荷台数は、2009年第3四半期の3倍を超え、155万台となり（2010年12月 IDC Japan
株式会社調べ）、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、多様なデバイスから利用できる「クラウドサービス」
は、さらに需要が増していることが予測されます。 本製品は、優良なクラウドサービスを多くのお客様に身近
に体験いただくために、株式会社paperboy&co.の協力のもと実現したパッケージです。
【 「30days Album PRO」とは 】
「30days Album」は、株式会社 paperboy&co.が運営するオン
ラインアルバムサービスです。本製品では、「30days Album」
を容量無制限で使える PRO プランを 1 年＋最大 1 カ月ご利
用いただけます。
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●容量無制限で写真を簡単に web 上に保管できる
思い出の写真はパソコンに保存していても、ハードディスクが壊れてしまうと写真が見られなくなってしまいま
す。
「30days Album」なら web 上のフォトストレージに写真や動画を容量無制限（アップロード容量は月に 5GB）
でアップロードできます。データは安全なサーバー上に保存されるので、パソコンを買い替えたり壊れたりした
場合でも大切な思い出の写真が消えることなく、安心です。
●知人へ安全に写真を渡せるアルバム機能
「30days Album」ではアップロードした写真からアルバムを作成し、他の人との写真の受け渡しに利用するこ
とができます。web上に写真を掲載するのは、他人に見られる不安もありますが、本機能では、日本語で「合い
言葉」を設定して友達や家族と安全に写真アルバムを共有できます。
また、アルバムの公開期間は 30 日間 もしくは無期限から選
択できるので、web 上にずっと写真を残しておくのは不安、
という方にも消去の手間がかからず、旅行やイベントなどで
撮った写真の共有に最適です。
＜アルバムの主な機能＞
・「合い言葉」を設定して安全な共有ができる。
・共有された側のユーザーはアカウント作成不要で閲覧
でき、写真の追加もできる。
・アルバムまるごとや、個別の写真を自由にダウンロード
できる。
・自動的に撮影時間順に並ぶので、整理が不要。
・アルバムごとに専用のメールアドレスを自動で発行。
メール添付で写真を追加できる。

●PC、携帯、スマートフォンで、いつでもどこでも使える
パソコンはもちろん、docomo や softbank、au の携帯電話や、iPhone、iPad、Android からアルバムを参照する
ことができます。写真のアップロードもブラウザからはもちろん、メールに添付して専用のアドレスに送付する
だけで追加することもできます。
・iPhone4 の Retina ディスプレイに対応した高解像度の画像表示。
・Android 専用のライブ壁紙アプリで、アルバムの写真をホーム画面
に表示できる。
・iPad 専用アプリで、オンラインアルバムを軽快に操作できる。

●簡単に始められるフォトブログ機能付き（デイズブログ）
ブログ機能が付属しているので、アップロードした写真からお気に入りのもの
を直接ブログに投稿し、すぐにブログをスタートできます。
＜ブログの主な特長＞
・デザインテンプレートは5,000種類以上。オリジナルデザインの作成も可能。
・広告が表示されないすっきりしたデザイン。
・独自ドメインの利用も可能。
・携帯での表示や投稿も可能。
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【 無料プランとPROプランの主な違い 】
「30days Album」には無料のプランと、月額525円のPROプランがあります。本製品は、容量無制限でフル
活用できるPROプランを１年＋最大１カ月ご利用いただけるパッケージです。
FREE プラン

PRO プラン

「30days Album
PRO」

3 アルバムまで
500 枚
一括ダウンロード
のみ
×
×
あり

月額 525 円
12 カ月 3,780 円
24 カ月 7,560 円
無制限
2,000 枚
一括／個別
ダウンロードに対応
◯
◯
なし

携帯・スマートフォン対応

◯

◯

◯

メール投稿
スライドショー
Eye-Fi 対応
フォトストレージ保存容量

個別ページの写真表示

◯
◯
◯
2GB
1 ファイル／日
50MB・3 分以内
長辺 500px

◯
◯
◯
無制限
5 ファイル／日
300MB・10 分以内
長辺 850px

◯
◯
◯
無制限
5 ファイル／日
300MB・10 分以内
長辺 850px

オリジナル画像の保存

◯

◯

◯

外部サイトへ写真貼付け

◯

◯

◯

プリントサービスの利用

◯

◯

◯

デイズブログの利用

×

◯

◯

ご利用料金（税込）

無料

アルバム同時作成数
アルバムごとのアップロード可能枚数
オリジナル画像（元データ）のダウンロード
合い言葉なしのオンラインアルバム作成
閲覧者への権限設定
広告表示

動画アップロード

1 年＋最大 1 カ月
3,990 円
無制限
2,000 枚
一括／個別
ダウンロードに対応
◯
◯
なし

「30days Album PRO」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

：「30days Album PRO」
：3,990円（税込）
：オンライン購入版 2011年4月27日（水）
パッケージ版
2011年6月3日（金）
：オンラインアルバムサービス
：CD-ROM
：株式会社paperboy&co.
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/hob/127130/

「30days Album PRO」の動作環境
■対応OS

■対応ブラウザ
■ご注意

：Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP
Machintosh OS 10.4以上、
iOS（iPhone、iPod Touch、iPad）4.2以上、
Android OS 2.1以上
：Internet Explorer 8以上、Safari 5以上、Firefox 3.6以上
：ご利用にはインターネットとメールアドレスが必要です。
アップロードできるファイルはjpg形式のみです。
PROプランからFREEプランに戻すと、容量を超えて保存されている写真はFREEプラン
の制限以上は見られなくなり3ヶ月で削除されます。
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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。
Copyright 2008-2011 30days Album 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）
※製品サポートは、株式会社paperboy&co.社が行ないます。

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 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。

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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