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ご愛用者 900 万人突破記念

「ウイルスセキュリティ ZEROⓇ3 台用 USB メモリ版」
10 月 3 日（金）より提供開始
http://www.sourcenext.com/product/vs/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、10 月 3 日（金）より、総合セキュリティソフト「ウイルスセキュリティ ZERO3 台用 USB メモリ版」を 3,990 円（税別）
で提供します。本製品は 2003 年に販売を開始した「ウイルスセキュリティ」のご愛用者（のべエントリー台数）が 900
万人を突破したことを記念する特別パッケージです。2013 年の販売本数で第 1 位※1 となった 1 台用の「ウイルスセ
キュリティ ZERO」を 3 台用にして、CD-ROM ではなく USB メモリに収録しました。なお、本製品は 10,000 本限定
での販売です。
※1 2013 年 1 月～12 月 ウイルスセキュリティ ZERO Windows 8 対応「パソコン用ソフト／セキュリティ」モデル別数量シェア全国の有力家
電量販店販売実績を集計する GfK Japan 調べ

＜ 特長 ＞
・PC3 台で使える
・USB メモリに収録

【 「ウイルスセキュリティZERO3台用 USBメモリ版」発売の経緯 】
ソースネクストは総合パソコンソフトベンダーとして、必需品のセキュリティ対策ソフトが安くなれば、ソフトはさらに
普及し、社会はより安全に、パソコンはもっと楽しくなる、との考えから、セキュリティ対策ソフトの低価格化に取り組
んでいます。この取り組みをご支持いただき、2014年6月「ウイルスセキュリティ」は累計ご愛用者様900万人を突破
しました。これを記念して、「ウイルスセキュリティZERO」の3台用をUSBメモリに収録し、特別パッケージとして10,000
本限定で発売します。
＜これまでの経緯＞
2003 年
バージョンアップ無料の「ウイルスセキュリティ」を 1,980 円で発売
2006 年
更新料を廃止し「ウイルスセキュリティ ZERO」（3,970 円）を発売
「2006 年ヒット商品番付」（SMBC コンサルティング）に選出
2007、2008 年
2 年連続販売本数第 1 位※2
2010 年
「ウイルスセキュリティ ZERO」を 1,980 円に価格改定
2011 年
販売本数第 1 位※3
2013 年
販売本数第 1 位※1
2014 年 6 月
ご愛用者 900 万人突破
※2 2007年1月～12月ウイルスセキュリティZERO（シンP）、2008年1月～12月ウイルスセキュリティZERO（3ダイマデツカエルシン） 「パソコン
用ソフト／セキュリティ」モデル別数量シェア全国の有力家電量販店販売実績を集計するGfK Japan調べ
※3 2011年 1月～12月 ウイルスセキュリティZERO1980エン「パソコン用ソフト／セキュリティ」モデル別数量シェア 全国の有力家電量販
店販売実績を集計するGfK Japan調べ
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【 「ウイルスセキュリティZERO 3台用」の機能 】
■更新料0円、3台まで使える
「ウイルスセキュリティZERO」は更新料0円の総合セキュリティソフトです。ご購入時の対応OSがサポートされてい
る間、期限切れにならずに最新版が使え、バージョンアップがあった際も無料（対応OSはご購入時のまま）です。現
在パッケージ版は1台用のみの販売ですが、本製品はパソコン3台まで使える限定パッケージです。3台目以降の
パソコンでも、対応OSの範囲なら、OSを乗り換えた際も旧パソコンのエントリーを削除すれば引き継いで使えます。

＜本製品の対応OS とサポート期間＞ （2014年9月現在）
Windows 8/8.1
2023 年 1 月 10 日まで
Windows 7
2020 年 1 月 14 日まで
Windows Vista
2017 年 4 月 11 日まで
Windows Server 2008 Foundation
2020 年 1 月 14 日まで
※本サポート期間は、マイクロソフト社のセキュリティ修正プログラムが提供される期間に準じて弊社が定めています。
■世界で認められた高性能
「ウイルスセキュリティ」は各国のセキュリティ製品の世界標準ともいうべき性能テストに合格し認定を受けています。

【 「ウイルスセキュリティZERO」のラインナップ 】
製品名
ウイルスセキュリティZERO 1台用 CD-ROM版
ウイルスセキュリティZERO 3台用 ダウンロード版
ウイルスセキュリティ ZERO 3 台用 10,000 本限定 USB メモリ版 【 New 】

価格（税別）
1,980円
4,980円
3,990円

「ウイルスセキュリティ ZERO3 台用 10,000 本限定 USB メモリ版」の製品概要
：「ウイルスセキュリティZERO3台用10,000本限定USBメモリ版」
：3,990円（税別）
：2014年10月3日（金）
：総合セキュリティソフト
：K7 Computing
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/vs/home/
「ウイルスセキュリティ ZERO3 台用 10,000 本限定 USB メモリ版」の動作環境
■対応OS
：Windows® 8.1／8（32ビット／64ビット版）、Windows® 7 SP1以上
（32ビット／64ビット版）、Windows Vista® SP2以上（32ビット／64ビット版）が正常
に動作するパソコン
■CPU
： 1GHz以上
■インストール容量
： 約250MB
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■開発
■販売
■製品情報
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■推奨メモリ容量
： 1GB以上
■インターネットが使えること
■メールアドレスが必要（携帯電話アドレスは不可）
■最新のサービスパック、セキュリティ修正プログラムを適用済みであること
コピーライト表記について

総合セキュリティソフト

■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©K7 Computing
お客様お問い合わせ先
■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のお問い合わせ先
■担当
：ソースネクスト株式会社 ブランド推進室 小西由起・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のお問い合わせ先
■担当
：ソースネクスト PR 事務局（株式会社イニシャル内） 山下・乗鞍・都丸
■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。
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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