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話題の“自炊”を極めるソフトが新価格で登場

「いきなり®PDF for 自炊® 新価格」
2013 年 3 月 27 日（水）発売
http://www.sourcenext.com/product/pc/ikp/pc_ikp_000834/
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、紙の書籍をデータ化する、いわゆる“自炊”したデータを簡単にタブレット端末向けに最適化でき
るソフト「いきなりPDF for 自炊」を、3月27日（水）より、7,980円（税込）から4,980円（税込）に価格改定し、
「いきなりPDF for 自炊 新価格」として発売いたします。なお、これまでオンライン限定での販売でしたが、
全国の家電量販店をはじめとする店頭でも、4月12日（金）より、パッケージ販売を開始いたします。
【特長】
・お求め安く価格改定
7,980 円 → 4,980 円 【 New 】
・タブレット向けに最適化できる
・テキスト検索可能な PDF へ変換

【 販売の経緯 】
「いきなり PDF for 自炊」は、2012 年 6 月 15 日（金）に、オンライン限定版として試験販売を開始いたしま
した。オンライン限定での試験販売にも関わらず、反響は大きく、発売後わずか 3 カ月で 4,000 本を超える
ヒット作となり、テレビ・雑誌等で多くご紹介いただきました。2012 年は電子書籍端末が相次いで発売され
たことにより、電子書籍の市場規模は 2 桁成長をしており、2016 年には 2,000 億円まで伸びる、という予測
が発表されています。※ こうした市場の流れを受け、このたび、家電量販店を中心に店頭で販売すること
を決定しました。また、本発売にあわせ、価格をよりお求めやすく 7,980 円から 4,980 円に改訂しました。
※インプレス R&D 調査より
＜お客様の声＞
•重かった PDF が軽くなり表示も問題ありません。タブレットでの閲覧用に非常に便利です。
( 熊本県／ 工藤 昭二さん)
•電子書籍には絶対ない近世の史料を端末に入れておくと便利なので重宝してます。
( 愛知県／ 柳川 聰さん)
•自炊作業が楽になりますね。OCR 等が別ソフトになっている場合と比べるとさっくり行きます
( 兵庫県／ 吉竹 宏志さん)
•意外と使い易いので驚いた。自炊者必須のソフトといえる
( 滋賀県／ 西村 基さん)

【 書籍の「自炊」とは？ 】
書籍を裁断・スキャンし、データ化して保存すること。データ化したものを、iPadなどのタブレット端末や
iPhone/Androidなどのスマートフォン、また電子書籍専用のリーダー、パソコン等に保存することで、書籍を
たくさん持ち運ばなくとも外出先等で読むことができます。
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【 「いきなり PDF for 自炊」の特長 】
通常自炊する際は高解像度でデータを作成しますが、端末は非力で容量も小さいものが多いため、デ
バイスに合わせた最適化が必要です。「いきなりPDF for 自炊」は、自炊したPDFやJPEGファイルをiPadな
どのタブレット端末や、iPhone・Androidなどの携帯端末にあわせて、最適化するソフトです。サイズの最適
化だけでなく、文字認識機能（OCR）や文字の補整などの機能も搭載しているので、より閲覧しやすく便利
な電子書籍のファイルを作成することができます。

●操作は簡単。ファイル形式とタブレットの種類を選ぶだけ。
ドラッグ＆ドロップでファイルを登録した後、出力形式（PDFもしくはJPEG画像の圧縮ファイル）とお持ち
のタブレットの種類を選ぶだけで最適なファイルができ上がります。もちろん、お好みに応じて設定をカスタ
マイズすることも可能です。

●充実の最適化機能
初期設定では、各デバイスにおすすめの設定で変換しますが、お好みに応じて以下の最適化機能の設
定を変更することもできます。
・PDF内の文字を検索可能に（OCR機能搭載）
高性能なPanasonic製の文字認識機能（OCR）を搭載。画像データ中の文字を読み取ってテキストに変
換し、文章中のキーワードを検索できる、透明テキスト付きPDFを作成できます。
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・文字をくっきり読みやすく補正
文字を太くすることができるので、細い文字もタブレット端末で読みやすくなります。明るさやコントラスト
もお好みに応じて調整できる他、カラーでスキャンした原稿のグレースケール化にも対応しており、文字だ
けがくっきりと読み取れるPDFを作成できます。

・無駄な余白を自動でカット
文章の周りの無駄な余白を自動でカットできます。特にスマートフォンや画面の小さいタブレット端末で
は、相対的に文字も大きくなり、読みやすくなります。

・充実の最適化機能
デバイスにあわせた最適な設定はもちろん、お好みに応じて様々な設定をカスタマイズできます。
解像度の変更 ： 変換後の解像度を指定できます。
画質の変更 ： 画像の圧縮比率などをお好みに応じて調整できるので、
画質を落としてファイル容量を小さく抑えられます。
ファイルの分割 ： 指定したページ数ごとにファイルを自動分割できます。
1ファイルごとの容量を小さく抑えたいときに便利です。
カラー・モノクロ自動で判別 ： カラーとモノクロのページを自動で判別し、カラー以外のページを
自動でモノクロ化するので、表紙やページの途中にカラーページが
あっても、まるごと1つのPDFに変換できます。
さらに、モノクロ判別の度合いの調整もできます。
例えば判別度合いを強くすれば、薄く色がついてしまっている文章
ページもモノクロに判別し、くっきり読みやすく変換します。
閲覧パスワードの設定 : PDFファイルの作成時に閲覧パスワードを設定できます。

「いきなり PDF for 自炊 新価格」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

：「いきなりPDF for 自炊 新価格」
：4,980円（税込）
：ダウンロード版 2013年3月27日（水）
パッケージ版 2013年4月12日（金）
：自炊最適化ソフト
：ダウンロード版・CD-ROM版
：パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/ikp/pc_ikp_000834/
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「いきなり PDF for 自炊 新価格」の動作環境
■対応 OS：Windows XP SP3 以上/ Windows Vista( 32/64 ビット ) SP2 以上/ Windows 7( 32/64 ビット )/
Windows 8( 32/64 ビット )
※管理者権限でご使用ください
■CPU：Pentium Ⅲ 1GHz 以上
■メモリ：Windows XP：256MB（512MB 以上推奨）
Windows Vista：512MB 以上（1GB 以上推奨）
Windows 7/Windows 8：1GB 以上（2GB 以上を推奨）
■インストール容量：約 60MB( 別途作業領域として 500MB 以上の空き容量が必要 )
■ディスプレイ：1024×768 以上、High color（16 ビット）以上
ご注意
・64 ビット OS では、WOW64 サブシステム上で、32 ビットアプリケーションとして動作します。
・簡易ユーザー切り替えには対応していません。
・Windows 7 の Windows XP モードには対応していません。
・High DPI機能の表示には対応していません。
・漫画など、イラストを含むページは検索可能な PDF 作成（OCR）の動作保証外です。

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。
© Panasonic Solution Technologies Co., Ltd. 2012

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）

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 03-6430-6405 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（株式会社イニシャル内） 宮島・増田・深田
■連絡先
：TEL 03-5572-6316 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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