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App Store 教育カテゴリで第 1 位を取得した

iPhone アプリケーション「超字幕」に 14 タイトル追加
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、25カ月連続販売本数No.1（※）の英語学習ソフト「超字幕」シリーズのiPhone版アプリケーション
「超字幕」に7月15日（金）より新しいコンテンツ14タイトルおよびサンプルコンテンツ1タイトルを追加致します。
超字幕iPhone版は、7月4日（月）に発売し、発売初日に早くもApp Store教育カテゴリで第1位を取得した、
人気のiPhoneアプリケーションです。今回のタイトル追加により、iPhone版は合計44タイトルとなります。
本アプリケーションから約2分間のパラマウント・ピクチャーズの映画である「フォレスト・ガンプ 一期一会」
のサンプルムービーが0円でダウンロードでき、超字幕の主な機能を体験することができます。
本アプリケーション内で各900円（期間限定キャンペーン特別価格、定価1,800円～2,900円・税込）で販
売します。
※2012年2月27日（月）に定価1,800円（税込）に価格を統一しました。
※2009年6月～2011年6月 メーカー別数量シェア、パソコン用ソフト／教育から、語学・検定ジャンルを抽出。全国有力家電
量販店の販売実績の集計する ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン調べ

「シャーロットのおくりもの」
Copyright © 2011 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

＜発売タイトル＞
全 14 タイトル 各 900 円（期間限定キャンペーン特別価格、定価 1,800 円～2,900 円（税込））
超字幕／アポロ１３

超字幕／アメリカン・ビューティ

超字幕／アメリカン・プレジデント

超字幕／ディープ・インパクト

超字幕／遺産相続は命がけ

超字幕／Discovery セックスアピールの科学 （上）

超字幕／ライアーライアー

超字幕／Discovery セックスアピールの科学 （下）

超字幕／ペイチェック

超字幕／Discovery フューチャーカー 2030 年の究極
の車
超字幕／Discovery Atlas フランス

消された記憶

超字幕／アルカトラズからの脱出
超字幕／スター・トレック４／ 故郷への長い道

超字幕／Discovery 地球の過去と未来 グランドキャニ
オン

※2012年2月27日（月）に定価1,800円（税込）に価格を統一しました。
＜無料サンプル＞
Discovery レボリューション X iPod 革命 サンプル版
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【 製品概要 】
iPhoneアプリケーション「超字幕」は、パソコン用英語学習ソフト「超字幕」シリーズのiPhone版です。日・英
字幕の同時表示や簡単切り替えをはじめ、わからない単語に触るだけで辞書が表示されたり、音声スピード
を調整できたりするなど、英語学習に最適な機能を搭載したアプリケーションです。
【 発売キャンペーン実施 】
1人でも多くのお客様にiPhoneアプリケーション「超字幕」を体験いただくために、発売を記念して定価
1,800円～2,900円（税込）のところ、全コンテンツ900円（税込）で提供するキャンペーンを実施中です。
キャンペーン期間は、2011年7月31日（日）までです。ご好評につき、キャンペーン期間を延長致しました。
※2012年2月27日（月）に定価1,800円（税込）に価格を統一しました。
【 「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アプリケーションです。

iPhone アプリケーション「超字幕」の発売概要
■アプリケーション名
■価格

：「超字幕」
：アプリケーション・サンプルコンテンツ 無料
各映画コンテンツ 1,800円～2,900円（税込）
※2012年2月27日（月）に定価1,800円（税込）に価格を統一しました。
■発売日
：2011年7月15日（金）
■アプリ内容
：「超字幕」再生プレーヤー
■開発・販売
：ソースネクスト株式会社
ソースネクスト株式会社の100%子会社である超字幕株式会社が
映画のライセンス権を得ています。
■製品情報
：http://www.chou-jimaku.com/
TwitterアカウントやFacebookページでも「超字幕」に関する情報を発信しています。
「超字幕」Twitter公式アカウント：http://twitter.com/choujimaku
「超字幕」Facebookページ
：http://www.facebook.com/choujimaku

iPhone アプリケーション「超字幕」の動作環境
■対応OS

■インストール容量
■制限事項

：iPhone／iOS 4.0以上、iPad／iOS 4.2以上
※推奨OS／iPhone 、iPad共にiOS4.3以上
※動作確認機種／iPhone4、iPhone3GS、iPad、iPod touch 4世代
※未対応機種／iPad2
：アプリ／8MB、コンテンツ／350MB～1.7GB
：コンテンツを購入する際にはWi-Fi接続が必要です。
アプリ、サンプル版のインストールは、3G 回線でも可能です。

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。
iPhone、App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
（以下、タイトルごと）
「超字幕／アポロ１３」
(C) 1995 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.
「超字幕／アメリカン・プレジデント」
(C) 1995 Castle Rock Entertainment. All Rights Reserved.
「超字幕／遺産相続は命がけ」
(C) 1994 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.
「超字幕／ライアーライアー」
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(C) 1997 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved
「超字幕／ペイチェック 消された記憶」
TM & Copyright (C) 2003 by DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
「超字幕／アルカトラズからの脱出」
TM, (R) & Copyright (C) 2004 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「超字幕／スター・トレック４／ 故郷への長い道」
TM & Copyright (C) 1986 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Star Trek is a registered trademark
of Paramount Pictures Corporation.
「超字幕／アメリカン・ビューティ」
TM&(C) 1999 DREAMWORKS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
「超字幕／ディープ・インパクト」
TM & Copyright (C) 1998 by Paramount Pictures and DreamWorks LLC and Amblin Entertainment. All
Rights Reserved.
「超字幕／Discovery」シリーズ共通
Still Images and summary (C)2009 Discovery Communications, LLC.Discovery and logo are trademarks of
Discovery Communications, LLC., used under license. 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 出町さやか
■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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