新製品
パソコンソフト
総合マルチメディアソフト
News Release
報道関係者各位

2011年6月24日
ソースネクスト株式会社

最新規格 BDXL・MP3HD に対応

「B’s Recorder® 11」シリーズ
2011 年 6 月 24 日（金）に新発売
http://www.sourcenext.com/titles/bs/
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、販売本数No.1（※）の「ソースネクスト B’s Recorder」シリーズの最新バージョン
「ソースネクスト B's Recorder® 11」を3,990円（税込）、「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11」を9,980円
（税込）、「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11 PREMIUM」を13,800円（税込）で、2011年6月24日（金）
にダウンロード版、2011年8月26日（金）にパッケージ版を発売いたします。
※No.1 2010年 メーカー別販売本数シェア 「パソコン用ソフト／グラフィック」からビデオ編集・ＤＶＤ関連を抽出 GfK Japan
調べ 全国有力家電量販店の販売実績による

製品名
ソースネクスト B's Recorder® 11
ソースネクスト B's Recorder® GOLD11
ソースネクスト B's Recorder® GOLD11
PREMIUM

価格（税込） 製品概要
3,990 円 ライティングソフト（CD・DVD・BD）
9,980 円 総合マルチメディアソフト
総合マルチメディアソフト
13,800 円
（ブルーレイオーサリング機能付き）

【製品概要】
「B’s Recorder」シリーズは、直感的でわかりやすいインターフェイスや書き込みの安定性などで高い信頼
を獲得しているライティングソフトウェアです。現在までに 1,000 万本以上の出荷実績があります（2011 年 6 月
ソースネクスト株式会社 調べ）。
【主なバージョンアップ内容】
・さらに大容量のデータを書き込める
BDXL ディスクに対応【 NEW 】
・ドライブの自動認識機能の強化【 Power Up 】
・超高音質 MP3 作成【 NEW 】
・Android スマートフォン用の動画作成に対応【 NEW 】
・動画を YouTube へ自動アップロード【 NEW 】
・ファイルの暗号化・安全消去機能を搭載【 NEW 】
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「ソースネクスト B's Recorder® 11」の特長
「ソースネクスト B’s Recorder® 11」は充実・安心の CD・DVD・BD 作成機能を厳選した
定番のライティングソフトです。日本で販売されている 1,400 種類以上のドライブで動作
を検証しています。
■さらに大容量のデータを書き込める BDXL ディスクに対応 【 NEW 】
ブルーレイの倍以上の容量を書き込める新規格「BDXL」に対応しました。
■ドライブの自動認識機能の強化 【 Power Up 】
発売されたばかりの新しいドライブでも、自動で性能を認識してライティング機能をご利用いただけます。
■Evernote へ履歴を自動記録
ライティングの履歴を Evernote に自動でアップロード。焼いたディスクのレーベルに作成日時かボリューム
ラベルを記載しておくと、どのディスクに何のファイルを焼いたか、Evernote を検索すれば簡単にわかります。
「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11」の特長
「ソースネクスト B’s Recorder GOLD11」は音楽や映像の楽しさを広げる総合マルチメ
ディアソフトです。

■超高音質 MP3 作成 【 NEW 】
元の音楽 CD の音質を損なわず、ファイルサイズを圧縮できる「MP3HD」の作成に対応しました。
作成した MP3 ファイルを、本製品に同梱している音楽プレイヤー「rimFOLiO」など MP3HD に対応したプレ
イヤーで再生すると音楽 CD と変わらない高音質で再生することができます。
■Android スマートフォン用の動画作成に対応 【 NEW 】
iPhone に加え、Andoroid スマートフォンで再生可能な動画の作成に対応しました。指定したフォルダの動
画を自動的に変換することができます。
■動画を YouTube へ自動アップロード 【 NEW 】
あらかじめ設定したフォルダに動画ファイルを入れるだけで、YouTube へ自動でアップロードできる
「いきなり自動アップロード YouTube 専用版」を同梱。ビデオカメラから取り込んで編集した動画などを
YouTube へアップロードすれば URL を伝えるだけで簡単に家族や友人と動画を共有することができます。動
画の公開/非公開とカテゴリ、タグ、説明文はあらかじめ設定することができます。
■ファイルの暗号化・安全消去機能を搭載 【 NEW 】
ファイルやフォルダをドラッグ＆ドロップや右クリックで簡単・安全に保護できる「B's ファイルガード」
（3,990 円（税込））で販売発売中のダウンロード製品）を搭載。
本製品をインストールしていないパソコンでもパスワード入力で暗号化を解除できるので、重要なファイル
をディスクに書き込む前に暗号化しておけば安心です。削除したデータを復元されないよう、安全消去できる
機能も搭載。重要なデータをディスクへ書き込んだ後に、本機能で元のファイルを安全消去することができま
す。
■web 動画を簡単録画できる
YouTube やニコニコ動画、ユーストリームなど、どんな web 動画も簡単に録画できる「B’s 動画レコーダー」
（3,970 円（税込））を同梱。そのパソコンで再生できる動画なら、どんな動画でも録画することができます。
■1 枚で 2 通りの楽しみ方ができるフォトムービーディスク作成
写真をドラッグ＆ドロップしてテーマを選ぶだけで簡単にスライドショームービーを作成できる
「B’s デジカメムービー」を搭載。
写真の画像データとスライドショームービーの両方を 1 枚の DVD に焼くことができるので「パソコンで再生す
2

ると、写真のデータ集」「DVD ビデオデッキで再生すると、スライドショームービー」といったディスクが簡単に
作れます。友人に写真を配布する際などに便利です。
■充実のマルチメディアツール
動画編集やラベル印刷など 6 種類のマルチメディアコンテンツ編集ツール「 FOLiO」シリーズと、
DVD-Video オーサリングソフトウェア「B’s DVD Professional2」、パケットライティングソフトウェア「B’s CLiP7」
を搭載しています。

「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11 PREMIUM」の特長
「ソースネクスト B’s Recorder GOLD11 PREMIUM」は「ソースネクスト B’s Recorder
GOLD11」の機能に加えブルーレイのメニュー付きディスク作成機能などを搭載した
「CyberLink PowerProducer 5 Ultra」を追加した上位版です。

■高解像度なブルーレイディスクのオーサリング・編集
■AVCHD を含む高解像度ビデオからディスク作成
■5.1 ドルビーデジタルオーディオを利用しプロ並みのディスクを作成
■動画を YouTube 用に出力
■「マジックツール」でビデオや写真を編集＆修正
＜「B’s Recorder® 11」シリーズの製品比較＞
製品名
価格（税込）
CD/DVD/BD/BDXL 作成
パスワード付きディスク作成
音楽 CD 作成
データ CD/DVD のコピー
Evernote への自動履歴送信
音楽 CD リッピング、MP3HD 作成
iPhone/Android/PSP 用 動画自動変換
web 動画録画
スライドショームービー作成
DVD ビデオ オーサリング/編集
サウンド編集
画像編集
YouTube への動画自動アップロード
ファイル・フォルダの暗号化
データの安全消去
ラベル印刷
仮想ドライブ
パケットライト機能
ブルーレイ オーサリング/編集
AVCHD 対応
Dolby Digital 5.1ch 対応
△※・・・30 日以内もしくは 20 回まで

B’s Recorder 11
3,990 円
○
○
○
○
○
△※
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B’s Recorder
GOLD11
9,980 円
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

B’s Recorder
GOLD11
PREMIUM
13,800 円
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

「B’s Recorder® 11」シリーズの発売概要
「ソースネクスト B's Recorder® 11」
■価格
： 3,990円（税込）
■発売日
： ダウンロード版 2011年6月24日（金） パッケージ版 2011年8月26日（金）
■製品内容
： CD・DVD・BDライティングソフト
■メディア
： CD-ROM
■開発・販売
： ソースネクスト株式会社
■製品情報
： http://www.sourcenext.com/titles/use/128600/
「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11」
■価格
： 9,980円（税込）
■発売日
： ダウンロード版 2011年6月24日（金） パッケージ版 2011年8月26日（金）
■製品内容
： 総合マルチメディアソフト
■メディア
： CD-ROM
■開発・販売
： ソースネクスト株式会社
■製品情報
： http://www.sourcenext.com/titles/hob/128610/
「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11 PREMIUM」
■価格
： 13,800円（税込）
■発売日
： ダウンロード版 2011年6月24日（金） パッケージ版 2011年8月26日（金）
■製品内容
： 総合マルチメディアソフト
■メディア
： DVD-ROM
■開発・販売
： ソースネクスト株式会社
■製品情報
： http://www.sourcenext.com/titles/hob/128620/

「B's Recorder® 11」シリーズの動作環境
「ソースネクスト B's Recorder® 11」
■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
■CPU
： Pentium Ⅲ またはその互換以上
■インストール容量： 約150MB
■解像度
： 800×600以上
■Microsoft DirectX 9以上
「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11」
■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
■CPU
： Pentium Ⅲ またはその互換以上
（DVD、動画などを編集する場合はPentium 4 1.7GHz 相当以上のCPUが必要です）

■インストール容量： 約850MB
■解像度
：800×600以上
■Microsoft DirectX 9以上
「ソースネクスト B's Recorder® GOLD11 PREMIUM」
■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
■CPU
： Pentium Ⅲ またはその互換以上
（DVD、動画などを編集する場合はPentium 4 1.7GHz 相当以上のCPUが必要です）

■インストール容量： 約1.4GB
■Microsoft DirectX 9以上
■解像度
：800×600以上
※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。
※他社製のパケットライトソフト、またはライティングソフトとは共用できません。
※コピー機能を使用し、コピーコントロールCD（CCCD）やレーベルゲートCD、市販のDVDなどをコピーすることはできません。
※著作権保護の付加されているWMA/WMVの編集はできません。
※著作権物を、著作権者の許可なしに利用することは法律により禁じられています。本ソフトウェアを使用してマルチメディア
コンテンツやそのCDを作成する場合は、著作権者物の使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。
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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。
「ソースネクスト B's Recorder 11」、「ソースネクスト B's Recorder GOLD11」
© SOURCENEXT CORPORATION
「ソースネクスト B's Recorder GOLD11 PREMIUM」
Copyright © 2008 CyberLink Corp. All Rights Reserved
© SOURCENEXT CORPORATION

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
※「B’s Recorder GOLD11 PREMIUM」に同梱の「CyberLink PowerProducer 5 Ultra」は、サイバーリンク
株式会社がサポートします。

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/
※本リリース内の画像はダウンロード版用の画像です。パッケージ版の画像は直接お問い合わせください。
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