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インストールするだけでパソコンが速くなる「驚速®」最新版

「驚速® for Windows （Windows 8 対応版）」 他 3 タイトル
2013 年 1 月 17 日（木） 新発売
http://www.sourcenext.com/product/kyosoku/home/
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、パソコン高速化ソフト「驚速」シリーズの最新版「驚速 for Windows(Windows8対応版)」（3,980円（税込））
「驚速 for Windows 8」（2,970円（税込））、「携速 8」（3,980円（税込））、「速PACK 8」（9,980円（税込））を
2013年1月17日（木）に発売いたします。

「驚速 for Windows(Windows8対応版)」以外はダウンロード版のみの販売です。
【 「驚速® for Windows （Windows 8対応版）」の特長 】
インストールするだけでパソコンの設定を最適化し、アプリケーションの起動高速
化、OSの起動高速化、
ファイルのコピー高速化などを実現します。累計390万本※の販売実績があるロ
ングセラーユーティリティソフトです。
※1996年～2012年 ダウンロード版を含む ソースネクスト調べ

■Windows 8 対応、3 台まで使える 【 Power Up 】
Windows®の OS である、Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、
Windows® XP に対応しています。計 3 台までのパソコンで使え、OS の
組み合わせは自由です。パソコンを複数台保有している場合や、今後
パソコンの買い替え、追加購入した場合にもご利用いただけます。
■よく使うアプリケーションの起動を自動高速化 【 Power Up 】
アプリケーションの使用状況を監視して、よく使用するアプリケーションを自動的にパソコン起動時にスタン
バイさせ、起動を高速化します。手動で設定することも可能です。前作と比較し、起動高速化対象アプリケー
ションを追加しました。
< 例えば、iTunes の起動がここまで速くなる >

5 回計測の平均値。結果はパソコンの性能や環境により異なります。
（Windows 8 は 2012 年 12 月、他は 2011 年 12 月 ソースネクスト調べ）
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＜起動高速化対応アプリケーション＞
・Internet Explorer 6～10
・Windows Live メール（Vista/7/8）
・Windows メール（Vista）
・Outlook Express 6.0 （XP）
・Microsoft Outlook （2003/2007/2010/2013）
・Microsoft Excel （2003/2007/2010/2013）
・Microsoft Word （2003/2007/2010/2013）
・Microsoft PowerPoint （2003/2007/2010/2013）
・Windows Media Player 9～12
・Adobe Reader 8.1～１１
・Adobe Photoshop CS６
・iTunes 8～１１
・Thunderbird 2.0/8.0/15
・Firefox 3.0/3.5/4/8.0/15
・一太郎 2008/2011 創/2012 承
■自動で OS の設定を最適化
各種のプロパティから、レジストリを変更する設定まで、OS のパフォーマンスを上げる 45 項目（Windows® 8
の場合）を自動で変更します。
■自動デフラグ
通常作業を妨げず、バックグラウンドで自動的にデフラグを実行する「驚速デフラグ」の基本機能を搭載し
ています。ハードディスクのデータ読み込み速度を常に最適な状態に保ちます。
■自動メモリ最適化
常時自動でメモリを最適化して、いつでも起動直後の快適さを保つ「驚速メモリ」の基本機能を搭載してい
ます。
■ファイルのコピー・移動を高速化
ファイルのコピー高速化機能を搭載。動画など、大容量のファイルコピーも楽々行えます。USB 外付けハー
ドディスクへのコピーも高速化します。
■インターネットの高速化
お使いの回線を選んでクリックするだけで、通信速度を高速化します。
【 「驚速 for Windows 8」の特長 】
Windows 8 専用の「驚速」です。Windows 8 のパソコンを 1 台のみをご利用の方向
けの製品です。（本製品はソースネクスト eshop 限定販売です。）
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【 「携速 8」の特長 】
CD や DVD を仮想ハードディスクとしてハードディスク内に丸ごと保存するソフトです。
ディスクの入れ替えが不要になり、ハードディスクから立ち上げるため読込が高速になり
ます。新たに Windows Vista、7、8 の 64 ビット OS に対応しました。（本製品はソースネク
スト eshop 限定販売です。）

3STEP の簡単操作
仮想化したいディスクを選択、ファイル名をつけてパスワードをかけるだけ。あとは自動的に仮想ディスクを作
成できます。わかりやすいインターフェイスで初心者でもすぐにお使いいただけます。

【 「速 PACK 8」の特長 】
新発売の「驚速 for Windows」、「携速 8」の 2 タイトルに、「驚速デフラグ」「驚速メモリ」
「マカセル自動バックアップ」を収録した 5 本パックです。（本製品はソースネクスト eshop
限定販売です。）

＜収録製品＞
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・驚速メモリ
インストールするだけで自動メモリ最適化を行なうソフトです。
アプリケーション（プロセス）ごとのメモリ使用状況をリアルタイムでグラフ表示でき、不要なデータを解放して処
理速度を改善できます。

・驚速デフラグ
インストールするだけで、デフラグが必要なディスクを、自動でデフラグし、パソコンを快適に保ちます。

・マカセル自動バックアップ
外付けハードディスクをつないで保存先を選ぶだけで、あとは自動で定期的にバックアップ。もちろん途中
で設定を変更することもできます。内蔵ハードディスクでも使えます。
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「驚速」シリーズの発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■メディア
■開発・販売
■製品情報

：驚速 for Windows （Windows 8対応版）
：3,980円（税込）
：2013年1月17日（木）
：ユーティリティソフト
：DVD-ROM、ダウンロード版
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/sok/pc_sok_000873/

■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■メディア
■開発・販売
■製品情報

：驚速 for Windows 8
：2,970円（税込）
：2013年1月17日（木）
：ユーティリティソフト
：ダウンロード版のみ
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/sok/pc_sok_000872/

■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■メディア
■開発・販売
■製品情報

：携速 8
：3,980円（税込）
：2013年1月17日（木）
：ユーティリティソフト
：ダウンロード版のみ
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/sok/pc_sok_000885/

■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■メディア
■開発・販売
■製品情報

：速PACK 8
：9,980円（税込）
：2013年1月17日（木）
：ユーティリティソフト
：ダウンロード版のみ
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/sok/pc_sok_000884/

「驚速」シリーズの動作環境
＜驚速 for Windows （Windows 8対応版）＞
■対応OS
：Windows 8(32/64Bit) / 7(32/64Bit) / Vista(32/64Bit) / XP （32Bit）
■インストール容量 ：約300MB
■解像度
：800×600以上
■その他
：インターネット接続が必要
＜驚速 for Windows 8＞
■対応OS
：Windows 8(32/64Bit)
■インストール容量 ：約300MB
■解像度
：800×600以上
■その他
：インターネット接続が必要
＜携速 8＞
■対応OS
：Windows 8(32/64Bit) / 7(32/64Bit) / Vista(32/64Bit) / XP （32Bit）
■インストール容量 ：約20MB
■解像度
：800×600以上
＜速PACK 8＞
■対応OS
■インストール容量
■解像度
■その他

：Windows 8(32/64Bit) / 7(32/64Bit) / Vista(32/64Bit) / XP （32Bit）
：約320MB
：800×600以上
：インターネット接続が必要
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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。
© SOURCENEXT CORPORATION
※Windows およびWindows ロゴは、米国Microsoft Corporation およびその他の国における商標もしくは登
録商標です。

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（株式会社イニシャル内） 宮島・増田・深田
■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、株式会社イニシャ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。

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先
■担当
：ソースネクスト株式会社 ブランド推進室 柳沼 友香
■連絡先
：TEL 050-5533-4602
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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