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Android 用アプリケーションの開発・販売事業を開始
「Ａｎｄｒｏｉｄ厳選アプリ」シリーズ 新発売
第 1 弾 2011 年 9 月 16 日（金）／9 月 30 日（金）
http://www.sourcenext.com/app/a/
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、Android用アプリケーションの開発・販売事業を開始することを発表いたします。
本事業は弊社が開発または厳選したAndroid用アプリケーションを「Android厳選アプリ」シリーズとして、全
国の家電量販店およびオンラインショップにて販売するものです。
第1弾として、9月16日（金）に9タイトル、9月30日（金）に1タイトルの合計10タイトルを、1,500円～3,990円（税
込）で新発売いたします。「Android厳選アプリ」シリーズは、今後3年以内に100タイトル以上のラインアップ拡
大を目指します。

製品名

価格（税込）

製品名

価格（税込）

Android厳選アプリ スマートフォンセキュリティ

1,980 円

Android 厳選アプリ GPS ゴルフナビ Shot Navi X

3,990 円

Android厳選アプリ 超節電

1,980 円

Android 厳選アプリ 大辞林＋故事ことわざ・慣用句辞典

2,990 円

Android厳選アプリ 超保存

1,980 円

Android 厳選アプリ 動画で英単語

1,980 円

Android 厳選アプリ NAVITIME トータルナビ/乗換

2,990 円

Android 厳選ゲーム ゆけむり温泉郷（他 2 タイトル）

1,500 円

Android 厳選アプリ NAVITIME ドライブサポーター

2,990 円

Android 厳選ゲーム 麻雀・将棋・囲碁（他 2 タイトル）

1,500 円

【 スマートフォンをもっと身近に・ もっとわかりやすくするために 】
スマートフォンは、世界的に急拡大しており、日本でも今後さらにコモディティ化が進むと予測されています
が、現在の Android アプリの購入プロセスにおいては、「探しにくい、クレジットカードでしか購入できない、価
格がわかりにくい」などの問題点があります。
【 「Android 厳選アプリ」シリーズとは 】
「アプリケーションの購入の仕方がわからない」「オススメのアプリケーションが探せない」といった Android 初
心者でも安心して使えるアプリケーションを弊社が開発・または厳選したシリーズです。今後さらに増えると予
想される Android ビギナーの方へ、弊社がアプリケーションを厳選しパッケージ版として発売することで、これ
らの問題を解決しアプリケーションの楽しさ・便利さを広げていきます。
パッケージにはわかりやすいスタートガイドと、アプリケーションのシリアルキーが同梱されています。スター
トガイドの指示に従って作業を進めるだけで簡単にアプリケーションをインストールすることができます。

【 アプリケーションの購入方法 】
従来
購入場所

オンライン販売

購入方法
価格
アプリの選び方

クレジットカード／キャリア課金
価格の変動、わかりにくさ
15 万タイトル以上の中から探す

返品

購入から 15 分以内

パッケージ版
オンライン販売に加えて
店頭でも買える
現金／クレジットカード／コンビニ決済 等
わかりやすい価格表示
当社が厳選したタイトルの中から探す
購入から 30 日以内なら、返品可

その他

※一部対象外タイトルもあります

スタートガイド付き
商品を手にとれる安心感

【 展開場所 】
パッケージ版は全国の家電量販店の、ソフトウェアコーナー、スマートフォンコーナーに展開して参ります。
オンライン版は弊社 eSHOP を中心とする各オンラインショップで販売する予定です。
【 発売タイトルの概要 】
■ Android 厳選アプリ スマートフォンセキュリティ （1,980 円（税込））
世界 No.1（※）の検知率を誇る Bitｄefender のエンジンを搭載した Android 用セ
キュリティアプリケーションです。世界第 1 位の安心を低価格でお届けいたしま
す。
※第三者機関PCSLによるMobile Security Testで検知率第1位。（2011年７月）

・端末のバッテリー消費を抑える省電力設計
スリープ中の端末を強制的に起動しないようにするなど、バッテリを消費させない
設計です。
・端末管理が web 上ででき、紛失・盗難対策にも安心
スマートフォンの現在地を表示できるほか、端末のデータが悪用されるのを防
ぐため、web から遠隔操作でデータを削除することができます。
＜スマートフォンの現在地を表示＞

・アプリの安全管理
アプリケーションをセキュリティ上の観点から分
類し、安全に管理します。

電話発信など、別料金が発生するアプリ
個人情報にアクセスするアプリ
インターネットにアクセスするアプリ

■ Android 厳選アプリ 超節電 （1,980 円（税込））
スマートフォンの状態を感知し無駄な電力消費を自動で抑えるアプリケーシ
ョンです。使用時間を約30％アップ（※）させます。

※＜検証方法＞ネット検索/閲覧、音楽再生、メール、カメラ、動画撮影/再生、電話、地図
表示 などの操作を一定時間ごとに、「超節電」有り/無しで実施した結果。
＜検証端末＞ Xperia arc ソースネクスト調べ （2011年8月）

・バックライトの ON/OFF を自動調整
バックライトの明るさと点灯時間はバッテリ消費に大きく影響します。「超節電」
は端末の微妙な傾きを検知し、手に持っている時は消えることなく、机に置くな
ど完全静止の時には自動で消灯します。
・Wi-Fi 接続の自動調整
Wi-Fiネットワークの接続先のチェックや接続はバッテリを消費します。「超節
電」は、普段Wi-Fiを使う位置情報をあらかじめ登録しておくことで、不要な接続
を避け、バッテリを節電します。
・使っていない不要なアプリケーションを自動終了
たくさんのアプリケーションを起動していると、裏での無駄
な動作も増えバッテリを消費します。常に起動していなく
てもよいアプリを「超節電」に登録しておけば、利用してい
ない時は自動で終了させ節電できます。
・バッテリの節約状況をグラフで確認
一日のバッテリ残量の推移を記録し、色別に表示すること
ができるので「超節電」を利用していなかった時とバッテリ
の減り方を比較できます。

・GPS、Bluetooth を節電
GPSやBluetoothはONにしているとバッテリを常に
消費します。「超節電」なら画面上から簡単に
ON/OFFの切り替えができるので、普段OFFにして
おいても、不便がありません。

■ Android 厳選アプリ 超保存 （1,980 円（税込））
Android ケータイのデータを SD カードにバックアップすることができます。万
一に備えたバックアップや新しい Android ケータイへの乗り換えに最適です。
・データを簡単操作でバックアップ&復元
・アドレス帳、メール、写真、動画、音楽、アプリケーションなど、多様なデータを
バックアップできる
・バックアップしたデータを PC にも移行できる

■ Android 厳選アプリ NAVITIME トータルナビ/乗換 （2,990 円（税込））
徒歩・電車・バス・車・飛行機など、さまざまな移動手段を組み合わせて、目
的地までドア to ドアでナビゲーションするアプリケーションです。
・さまざまな移動手段から最適ルートを一発検索
・鉄道運行状況や乗換に便利な車両もわかる
・グルメ検索や病院検索などの便利な機能が盛りだくさん

■ Android 厳選アプリ NAVITIME ドライブサポーター （2,990 円（税込））
NAVITIME ドライブサポーターがあれば、スマートフォンをまるでカーナビの
ように使えます。音声案内はもちろん、渋滞情報やオービス情報も反映。ドライ
ブに役立ちます。
・カーナビのような見やすいナビ画面とわかりやすい音声案内
・リアルタイムの渋滞情報や、過去の情報を基にした渋滞予測もわかる
・付近のガソリンスタンドや、今、空いている駐車場を検索できる

■ Android 厳選アプリ GPS ゴルフナビ Shot Navi X （3,990 円（税込））
日本全国 2,350 以上(99%以上（※）)のゴルフ場に対応した GPS ゴルフナビで
す。4 つのナビモード搭載で、コースの地形やグリーンまでの距離、次のねらい
目などが一目でわかります。先進の AR（拡張現実）ナビも搭載。
・GPS 機能でゴルフ場を検索、ホールコースを移動しても自動で切り替え
・ねらい目がひと目でわかる「ねらい目ナビ」機能搭載
・スコア管理機能も充実
※2011 年 8 月時点 パー72 プラザ調べ

■ Android 厳選アプリ 大辞林＋故事ことわざ・慣用句辞典
（2,990 円（税込））
古代から現代まであらゆる分野の言葉を網羅した「国語＋百科」辞典の決定
版「大辞林」と、故事、ことわざ、慣用句を一つにまとめた便利な辞典を付属し
た製品です。
・項目数 25 万語以上収録
・音声検索もできる
・履歴も一覧表示で簡単検索

■ Android 厳選アプリ 動画で英単語 （1,980 円（税込））
TOEIC®テスト 全スコア対応の英単語学習アプリケーションです。1,200 以
上のインターネット動画から、該当の単語が使われている部分を自動抽出&再
生できるので、生きた英語の中で単語がどのように使われているか、本質的な
理解力を高めることができます。
・スティーブ・ジョブスのスピーチ、レディー・ガガのインタビューまで、1,200 以
上の動画を収録
・単語数合計 6,200 以上収録
・1 度購入すれば、動画や英単語は毎週追加予定

■ Android 厳選ゲーム ゆけむり温泉郷（他 2 タイトル） （1,500 円（税込））
Android の人気シミュレーションゲームアプリケーション 3 タイトルをセットにした
製品です。
・「ゆけむり温泉郷」（Android マーケット カジュアルゲームカテゴリ第一位）
・「ゲーム発展国++」（Android マーケット カジュアルゲームカテゴリ第二位）
・「開幕!!パドック GP」（Android マーケット スポーツゲームカテゴリ第二位）
※2011 年 8 月時点 ソースネクスト調べ

■ Android 厳選ゲーム 麻雀・将棋・囲碁（他 2 タイトル） （1,500 円（税込））
人気のテーブルゲーム「麻雀」「将棋」「囲碁」「チェス」「リバーシ」の 5 本を 1
パックにした製品です。
・24 人のライバルから対戦相手を選べる本格 4 人打ち麻雀
・初心者から有段者までレベルにあった対局ができる将棋
・充実の機能と、高い棋力を備えた囲碁

「Ａｎｄｒｏｉｄ厳選アプリ」の発売概要
Android厳選アプリ スマートフォンセキュリティ
■価格
：1,980円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：セキュリティ
■開発
：Ｂｉｔdｅｆｅｎｄｅｒ, SRL
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00009/
※本製品は1年版です。

Android厳選アプリ 超節電
■価格
：1,980円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：バッテリー節電
■開発・販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00001/
Android厳選アプリ 超保存
■価格
：1,980円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：バックアップ
■開発・販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00005/
Android厳選アプリ NAVITIME トータルナビ/乗換
■価格
：2,990円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：総合ナビゲーション
■開発
：株式会社ナビタイムジャパン
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00003/
※本製品は1年版です。
Android厳選アプリ NAVITIME ドライブサポーター
■価格
：2,990円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：カーナビゲーション
■開発
：株式会社 ナビタイムジャパン
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00004/
※本製品は1年版です。
Android厳選アプリ GPSゴルフナビ Shot Navi X
■価格
：3,990円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：GPSゴルフナビ
■開発
：株式会社パー七十二プラザ
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00010/
※本製品は1年版です。
Android厳選アプリ 大辞林＋故事ことわざ・慣用句辞典
■価格
：2,990円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：辞書
■開発
:イースト株式会社
■辞書データ提供：株式会社三省堂
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00008/
Android厳選アプリ 動画で英単語
■価格
：1,980円（税込）
■発売日
：2011年9月30日（金）
■製品内容
：英単語学習
■開発
：株式会社EnglishCentral
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00007/
Android厳選ゲーム ゆけむり温泉郷（他2タイトル）
■価格
：1,500円（税込）

■発売日
■製品内容
■開発
■販売
■製品情報

：2011年9月16日（金）
：シミュレーションゲーム
：株式会社カイロソフト
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00006/

Android厳選ゲーム 麻雀・将棋・囲碁（他2タイトル）
■価格
：1,500円（税込）
■発売日
：2011年9月16日（金）
■製品内容
：テーブルゲーム
■開発
：株式会社アンバランス
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/app/a/a_00002/

「Ａｎｄｒｏｉｄ厳選アプリ」の動作環境
Android厳選アプリ スマートフォンセキュリティ
■対応OS
：Android OS2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約1MB
■制限事項
：ウイルス検査時にはインターネット接続が必要です。また、盗難対策機能は事前の設定
が必要です。
Android厳選アプリ 超節電
■対応OS
：Android OS2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約1MB
■制限事項
：3G回線がない端末では、Wi-Fiの自動切り替え機能が使えません。
Android厳選アプリ 超保存
■対応OS
：Android OS2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約1MB
■制限事項
：一部の設定や、アプリケーションはバックアップできない場合があります。
Android厳選アプリ NAVITIME トータルナビ/乗換
■対応OS
：Android OS1.6以降
■インストール容量：約7MB
■制限事項
：一部端末で正しく表示できない可能性があります。
Android厳選アプリ NAVITIME ドライブサポーター
■対応OS
：Android OS1.6以降
■インストール容量：約2MB
■制限事項
：一部端末で正しく表示できない可能性があります。
Android厳選アプリ GPSゴルフナビ Shot Navi X
■対応OS
：Android OS2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約４MB 別途データ保存領域が必要です
■制限事項
：使用期限は1年間です
Android厳選アプリ 大辞林＋故事ことわざ・慣用句辞典
■対応OS
：Android OS 2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：210MB
■制限事項
：端末にSDカードが接続されている必要があります。
Android厳選アプリ 動画で英単語
■対応OS
：Android OS2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約3MB 別途データ保存領域が必要です
■制限事項
：「本製品をお使いいただくには EnglishCentral へのログインが必要です。
EnglishCentral のアカウントをお持ちの方は EnglishCentral のアカウントをご利用いただ
けます。EnglishCentral のアカウントをお持ちでない方は本製品上で新規作成すること
が可能です。

Android厳選ゲーム ゆけむり温泉郷（他2タイトル）
■対応OS
：Android OS2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約25MB
■制限事項
：なし
Android厳選ゲーム 麻雀・将棋・囲碁（他2タイトル）
■対応OS
：Android OS 2.2または2.3を搭載したスマートフォン
■インストール容量：約65MB
■制限事項
：なし

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。
Android厳選アプリ スマートフォンセキュリティ
© 2011 Bitdefender
Android厳選アプリ 超節電
Android厳選アプリ 超保存
© SOURCENEXT CORPORATION
Android厳選アプリ NAVITIME トータルナビ/乗換
Android厳選アプリ NAVITIME ドライブサポーター
© 2011 NAVITIME JAPAN
Android厳選アプリ GPSゴルフナビ Shot Navi X
Copyright © 2010 PAR72PLAZA Co., Ltd.
Android厳選アプリ 大辞林＋故事ことわざ・慣用句辞典
©EAST Co., Ltd. 2009-2011
©Sanseido Co., Ltd. 2011 (スーパー大辞林3.0)
©Sanseido Co., Ltd. 2008 (三省堂 故事ことわざ・慣用句辞典)
Android厳選アプリ 動画で英単語
© 2008-2011 EnglishCentral, Inc.
Android厳選ゲーム 麻雀・将棋・囲碁（他2タイトル）
©UNBALANCE Corporation
©Mediarium Corporation
©株式会社キワメ
©Universite Lille 3
©Rémi Coulom
Android厳選ゲーム ゆけむり温泉郷（他2タイトル）
Copyright 1996-2010 Kairosoft All Right 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/

