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ソースネクスト株式会社

定番クラウドサービスに世界初の 3 年版が登場

「EVERNOTE プレミアムパック 3 年版」
2012 年 4 月 24 日（火） 新発売
http://www.sourcenext.com/titles/evernote/use.html
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、“すべてを記憶する”ドキュメント管理サービス「EVERNOTE」のプレミアムアカウントを3年間利用でき
る、「EVERNOTE プレミアムパック 3年版」を、4月24日（火）に9,000円（税込）で発売いたします。
「EVERNOTE」は無料で使える“クラウド”サービスですが、プレミアム会員になると、1カ月にアップロードで
きる容量が60MBから1GBに増量され、ノートブックを第三者と共同で編集できるノート共有機能、オフライン時
でもモバイルでノートが参照できるオフラインノートブック機能、PDFファイル内のOCR検索が利用可能になる
など、「EVERNOTE」をさらに便利に使うことができます。
＜特長＞
●プレミアム会員サービス 3 年間使える
●「EVERNOTE ハンドブック」特別版（PDF）付き
●オリジナルステッカー同梱
●オンライン決済不要、クレジットカードがなくても使用できる

【 発売の背景 】
2010年7月2日に、プレミアム会員サービス3カ月分を同梱した「EVERNOTE スタ
ーターパック」、2011年4月1日にプレミアム会員サービスを1年間使える「EVERNOT
E プレミアムパック 1年版」を発売いたしました。同製品の好評を受け今回さらにE
VERNOTEをお得にご利用いただける、3年版の発売を決定しました。
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【使用方法】
製品を購入後、専用のサイトにアクセスし、シリアルキーを入力するだけでアカウントを作成することができ
ます。
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【 「EVERNOTE プレミアムパック 1年版をお使いのお客様の声 】
・Evernote1年版を購入。引き落としだと解約手続き等もあるので面倒だがパッケージなら楽に契約、時間が
来れば勝手に解約できて良いです。( 東京都／ 有田 信孝さん)
・EVERNOTEは手軽に何でも残すことができるので非常に便利。ちょっと使い出したらすぐに慣れました。
( 岩手県／ 宇佐美 誠史さん)
・クレジットカードではなく、現金でEvernoteのプレミアムアカウントが購入できるのは、とても嬉しいです。
( 東京都／ 根岸 優介さん)
【 「EVERNOTE」の主な特長 】
●どんな情報も 1 箇所に保存
テキスト情報はもちろん、web ページのクリップ、画像、音声、PDF・Word・Excel といったファイルをサーバ
ー上に保存できます。必要な情報を 1 箇所にまとめられるので、どこに保存したかわからなくなることがありま
せん。
●マルチプラットフォームでいつでも閲覧、編集できる
Windows や Mac はもちろん、iPhone、Android、Blackberry にも対応。各種モ
バイル機器から情報を追加・閲覧・編集することができます。
＜対応クライアント＞
Mac OS X／Windows／iPhone／iPod Touch／iPad／Android／Blackberry／
Windows Mobile 7／Web OS
●タグ付けと豊富な検索機能で必要な情報をすぐ引き出せる
＜タグ付け＞
保存するファイルには「タグ」を付けて整理することができます。自分が検索しやすいよう、「タグ」をいくつ
でも付けられます。
＜検索が自在＞
ファイルの種類や保存した日時でも検索できます。iPhone などの GPS 機能付きのモバイル機器からファ
イルをアップロードした場合や、Mapion やぐるなびのサイトから情報をクリップした場合などは、位置情報も
保存されるので、場所からファイルを検索することも可能です。
＜よく使う検索の保存ができる＞
よく使う検索を保存しておくことができ、次回からは選択するだけで前回と同様の検索条件ですばやく検
索することができます。
●画像の中の文字を OCR で認識、検索できる
文字が含まれた写真や画像、スキャンイメージをアップロードすると、
EVERNOTE サーバー上の OCR エンジンにより、文字が自動的に認識され、
テキスト検索ができるようになります。例えばホワイトボードのメモや、名刺、
看板、ネームタグ、ワインラベルなどの写真をアップロードしておくと、写真
内にある文字をテキスト検索することができます。
●ノートの共有が可能
ノートに書いたテキストや、添付したファイル・画像は他のユーザーと共有できます。共有するユーザーの
設定の他、プレミアム会員であれば、編集する権限を与えることも可能です。
【 「EVERNOTE」との製品連携について 】
ソースネクストは、「EVERNOTE」のパッケージ販売だけでなく、
ソースネクスト製品との連携も推進しています。
「EVERNOTE」の便利な使い方や、ソースネクスト製品との連携機
能などをわかりやすく紹介した専用サイト「みんなのEVERNOTE」を
公開中です。
http:/www.sourcenext.com/titles/evernote/
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【 エバーノート社について 】
世界12カ国で“すべてを記憶する”ドキュメント管理サービス「EVER
NOTE」を提供している、クラウドサービス提供企業の中で最も成功し
ている企業の1つです。「EVERNOTE」は、2008年6月にサービスを開
始し、1,000万人以上のユーザーを保有しています。

「EVERNOTE プレミアムパック 3 年版」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

：「EVERNOTE プレミアムパック 3年版」
：9,000円（税込）
：2012年4月24日（火）
：クラウドサービス
：CD-ROM
：Evernote Corporation
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/evernote/use.html

「EVERNOTE プレミアムパック 3 年版」の動作環境
■対応OS
：Windows®、Macintosh
■各デバイス用アプリケーションの動作環境
・Windows® 7（32ビット／64ビット版）／Windows Vista®（32ビット／64ビット版）／Windows® XP（32ビット／
64ビット版）
・Macintosh OS 10.5 または 10.6
・iPhone、iPod Touch、iPad
・Android OS 1.5+
・BlackBerry® Curve™／BlackBerry® Bold™／BlackBerry® Storm™
・Palm Pre
・Sony Ericsson X Series Windows Mobile 5.x または 6.x
・Windows Mobile Windows Mobile 5.x または 6.x
※ご注意
「EVERNOTE」のご利用には、インターネットが必要です。
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。
Copyright 2011, Evernote Corporation All right 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）
※製品サポートは、エバーノート社が行ないます。

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 03-6430-6405 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。

本件リリースに関する報道関係者様のお問合せ先
■担当
：ソースネクストPR事務局（株式会社アンティル内） 村澤・宮島・藤原
■連絡先
：TEL 03-5572-6064
FAX 03-5572-6065
MAIL sourcenext@vectorinc.co.jp
※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社アンティルの個人情報保護方針に基づ
いて、厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は恐れ
入りますがprivacy@vectorinc.co.jpまでご連絡をお願い致します。

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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