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「PC･ソフト学習」ジャンル販売本数シェア No.1

「特打式®」Microsoft Office 2013 対応版
2013 年 9 月 13 日（金） より発売開始
http://www.sourcenext.com/product/pc/tok/pc_tok_000928/
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、「
Microsoft Office 2013」に対応した「特打式」シリーズの6タイトルをダウンロード版として9月13日（金）に、うち2タイトル
を10月4日（金）にパッケージ版としても発売いたします。

【 「特打式」シリーズ ： 「PC・ソフト学習」ジャンル販売本数シェア90％以上 】
「特打式」シリーズは、Word、Excel、PowerPointの使い方を学べる学習ソフトです。タイ
ピングソフト「特打®」でおなじみの「酒場の親父」達が登場するストーリー仕立てで、手本
を見て、聞いて、実際にWordやExcel、PowerPointを試せる効果的なプログラムが人気で、
2012年の「PC・ソフト学習」ジャンルにおいて90％以上のシェアを占めています。
※2012年 メーカー別販売本数シェア「パソコン用ソフト／教育」から PC・ソフト学習を抽出、

その他
9％

ソースネクスト
91％

GfK Japan調べ 全国有力家電量販店の販売実績による
2012 年 「PC･ソフト学習」ジャンル
販売本数シェア

【 「特打式」Microsoft Office 2013対応の特長 】 【 New 】
今回のバージョンから、Office2003/2007/2010に加えて、Office2013にも対応しました。また、Office2013の新機能
に対応し、シリーズ合計で9の新技を追加しました。
【 製品ラインアップ 】
■ 特打式 Word編 Office2013対応版
・83の技を収録
・案内状、地図、発注書、新聞などさまざまな文書を マスターできるWord 2003/2007/2010用の「特打式 パソコ
ン入門／Word編」も収録しています。
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■ 特打式 Excel編 Office2013対応版
・74の技を収録
・住所録、カレンダー、家計簿、その他基本的なExcel文書をマスターできるExcel 2003/2007/2010用の
「特打式 パソコン入門／Excel基礎編」、「特打式 パソコン入門／Excel実践編」も収録しています。

■ 特打式 Excel編 Professional Office2013対応版
・「特打式 Excel編」の上級者版
・65の技を収録
・住所録、カレンダー、家計簿だけでなく、関数など上級者向けExcel文書をマスターできるExcel 2003/2007/
2010用の 「特打式 パソコン入門／Excel関数編」、「特打式 パソコン入門／Excel裏ワザ編」も収録しています。

■ 特打式 PowerPoint編 Office2013対応版
・68の技を収録
・新機能のリボンやSmartArtなどPowerPointの操作方法をマスターできるPowerPoint 2003/2007/2010用の
「特打式 パソコン入門／PowerPoint編」も収録しています。
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■ 特打式 Excel＆Word攻略パック Office2013対応版
・222の技を収録（「特打式 Word編」、「特打式 Excel編」、 「特打式 Excel編 Professional」の3本を収録）
・11時間の操作ムービーを収録

■ 特打式 OfficePack Office2013対応版
・290の技を収録（「特打式 Word編」、「特打式 Excel編」、 「特打式 Excel編 Professional」、「特打式 Power
Point」編」の4本を収録
・17時間の操作ムービーを収録

「特打式」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

：「特打式 Word編 Office2013対応版」
：1,980円（税込）
：2013年9月13日（金）
：学習ソフト
：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/tok/pc_tok_000922/
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■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■メディア
■開発・販売
■製品情報

：「特打式 Excel編 Office2013対応版」 1,980円
：1,980円（税込）
：2013年9月13日(金)
：学習ソフト
：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/tok/pc_tok_000920/

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

：「特打式 Excel編 Professional Office2013対応版」
：1,980円（税込）
：2013年9月13日(金)
：学習ソフト
：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/tok/pc_tok_000921/

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

：「特打式 PowerPoint編 Office2013対応版」
：1,980円（税込）
：2013年9月13日(金)
：学習ソフト
：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/tok/pc_tok_000923/

■製品名
■価格
■発売日

：「特打式 Excel＆Word攻略パック Office2013対応版」
：3,970円（税込）
：ダウンロード版 2013年9月13日(金)
パッケージ版 2013年10月4日(金)
：学習ソフト
：ダウンロード版／DVD-ROM
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/tok/pc_tok_000927/

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

：「特打式 OfficePack Office2013対応版」
：4,980円（税込）
：ダウンロード版 2013年9月13日(金)
パッケージ版 2013年10月4日(金)
：学習ソフト
：ダウンロード版／DVD-ROM
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/tok/pc_tok_000928/

「特打式」シリーズの製品概要
■対応OS

：Office 2013をお使いの方：Windows® 8/8.1（32ビット/64ビット版）、
Windows® 7（32ビット/64ビット版）
Office 2010をお使いの方：Windows 8/8.1（32ビット/64ビット版）、
Windows 7（32ビット/64ビット版）、Windows Vista® SP2以上（32ビット版/64ビット版）、
Windows ® XP SP3以上
Office 2007をお使いの方：Windows 7（32ビット/64ビット版）、
Windows Vista SP2以上（32ビット版/64ビット版）、Windows XP SP3以上
Office 2003をお使いの方：Windows Vista SP2以上（32ビット版）、
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Windows XP SP3以上
■モニタ
：1024×768 High Color(16ビット)以上
■インストール容量：「特打式 Word編」
Office2013：約680MB Office2010：約850MB Office2007：約450MB Office2003：約650MB
「特打式 Excel編」
Office2013：約500MB Office2010/2007：約650MB Office2003：約900MB
「特打式 Excel編 Professional」
Office2013：約570MB Office2010：約700MB Office2007：約650MB Office2003：約1.2GB
「特打式 PowerPoint編」
Office2013：約1.5GB Office2010：約1.2GB Office2007/2003：約900M
【ご注意】
・本製品のご使用には、Microsoft Officeが別途パソコンにインストールされている必要があります。
・特打式はインストールされたMicrosoft Officeのバージョンに対応したプログラムのみ使えます。
・Office 2003用のプログラムは前バージョン「特打式 パソコン入門／Excel基礎編、実践編、関数編、
裏ワザ編」「特打式 パソコン入門／Word編」、「特打式 パソコン入門／PowerPoint編」がそれぞれ
収録されています。
・「特打式 Excel編」シリーズは、「Excel用 ボタン天国」シリーズと同時には利用できません。

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

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
■連絡先

：ソースネクスト株式会社 ブランド推進室 柳沼友香・小西由起
：TEL 050-5533-4602
FAX 03-6430-6405 MAIL pr@sourcenext.com

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） 深田・山下・乗鞍・宮島
■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priv
acy@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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