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新製品

Android アプリ

News Release

報道関係者各位 2014 年 9 月 16 日

ソースネクスト株式会社

「シフト勤務カレンダー」、「Puffin Web Browser」、「Toca Kitchen」
9 月 12 日（金）よりソフトバンクモバイル「App Pass」に提供開始

http://www.sourcenext.com/product/android/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、

9 月 12 日（金）より、ソフトバンクモバイル株式会社の定額制スマートフォンアプリ使い放題サービス、「App Pass」に

「シフト勤務カレンダー」と、新作アプリ「Puffin Web Browser」、「Toca Kitchen」を提供しました。これにより、弊社が

「App Pass」に提供しているアプリは、全 13 タイトルとなります。

【 「シフト勤務カレンダー」の特長 】
「シフト勤務カレンダー」は、50 万人以上が利用している、定番カレンダーアプリの Android 版です。自分の勤務

形態に合ったシフトパターンを登録し、カレンダー上で確認、家族や同僚と共有することが可能です。

■主な機能
・シフトの設定/入力
早番、夜勤など勤務形態に合わせたシフトを設定できます。入力はボタンをタップするだけの簡単操作です。

・カレンダー
入力したシフトを一覧で確認できます。メモ入力もOK。

・複数ユーザーでのシフトの交換、共有
同じアプリを利用している他のユーザーと交換、共有もできます。
※シフト交換にはBluetoothが必要です。iPhone版とはシフト交換ができません。

・待ち受け設定やメール送信
カレンダーを画像として保存すれば、待ち受けに設定していつでも確認できるようにしたり、メールで送信したりする
こともできます。

＜特長＞

・2010 iTunes Rewind ライフスタイルカテゴリ セールス 1 位、

50 万人以上※1 が利用している「シフト勤務カレンダー」

・Flash も楽しめる高性能高速ブラウザアプリ「Puffin Web 

Browser」

・米国にて『Parents Choice Awards（親が選ぶアプリ賞）』で

金賞を受賞した知育アプリ「Toca Kitchen」
※1 Ebisu Soft 調べ iOS 版・Android 版の合計実績

（iOS 版と Android 版は、一部機能が異なります）
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【 「Puffin Web Browser」の特長 】
累計ダウンロード数2,000万回以上※2、有料ブラウザで圧倒的第1位のダウンロード数を誇るアプリです。世界40

ヶ国でタブレット向けブラウザシェアはTop5以内※3、擬似的トラックパッド/ゲームパッド搭載なので、PC感覚で使え
ます。                                    ※2 2013年8月現在 無料版を含む、iOS/Android版共通

※3 2014年1月現在 StatCounter社調べ

■主な機能
・高速ブラウジング

Android端末に標準搭載されているブラウザよりも高速なJavaScript実行エンジンを搭載しており、ストレスを感じ
ることなくページ移動ができます。

・Adobe Flashサポート
ウェブページ上のFlashを「Puffin Web Browser」のサーバーで動作させる仕組みを使っており、Flash非対応の

スマホでもFlashコンテンツを楽しめます。

・トラックパッド搭載
画面に表示される擬似的トラックパッドやゲームパッドを使用し、カーソル操作でのブラウジングが可能です。リ

ンクの多いPC向けサイトや、ブラウザゲーム利用に便利です。

【 「Toca Kitchen」の特長 】
「Toca Kitchen」は、子供向けアプリで多くの受賞歴を持つToca Boca社の大人気アプリの１つです。“デジタル

玩具”をコンセプトに、4人のお腹をすかせたキャラクターに料理を作ることで発想力や想像力を育みます。

■「Toca Kitchen」の遊び方

・だれに料理をつくる？

お腹を空かせた 4 人のキャラクター（男の子、女の子、ねこ、うし）からごちそうをふるまう人を選びます。

・何を料理する？

野菜、肉、果物など 12 種類の食材から選びます。なかには、干し草なども。

・どう調理する？

まずは、食材を切ったり混ぜたりして下準備をします。焼く、茹でるなどの調理法も自由に選べ、食材と調理法の

組み合わせで 180 通りの料理が作れます。

・味付けしてできあがり。

塩こしょうなどで味をつけたらできあがりです。キャラクターが好きなものを作ってあげると大喜びします。
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【 「App Pass」とは？ 】
「App Pass」とは、ソフトバンクモバイル株式会社が4G スマートフォン※向けに提供するアプリ取り放題サービ

スです。本サービスは、月額370円（税抜き）で総額4万円以上の人気アプリが取り放題となる定額サービスです。
※一部を除く
■ソフトバンクモバイル社「App Pass」提供コンテンツ （※全13タイトル）

シフト勤務カレンダー 【 New 】 Puffin Web Browser 【 New 】
Toca Kitchen 【 New 】 Toca Hair Salon 2
モンテッソリー・ファースト・オペレーション 超スキャン
超電池 超ブルーライト削減
驚速メモリ スマートステラ
超便利ツールズ Relax Melodies プレミアム：睡眠＆ヨガ
超電卓

【 ソフトバンクモバイル株式会社について 】
■会社名 ：ソフトバンクモバイル株式会社
■所在地 ：東京都港区東新橋一丁目9番1号
■詳細 ：http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/

【 CloudMosa 社について 】

■会社名 ：CloudMosa, Inc.

■所在地 ：19468 Burgundy Way, Saratoga, CA 95070, U.S.A.

■詳細 ：http://www.puffinbrowser.com/about/

【 Toca Boca AB社について 】
■会社名 ：Toca Boca AB
■所在地 ：Kungstensgatan 23B 113 57 Stockholm, Sweden
■詳細 ：http://tocaboca.com/

製品概要
■製品名 ：「シフト勤務カレンダー」
■提供開始日 ：2014年9月12日（金）
■製品内容 ：カレンダーアプリ
■開発       ：Ebisu Soft
■販売       ：ソースネクスト株式会社
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/android/use/a_use_000964/

■製品名 ：「Puffin Web Browser」

■提供開始日 ：2014 年 9 月 12 日（金）

■製品内容 ：ウェブブラウザアプリ            

■開発       ：CloudMosa, Inc.

■販売 ：ソースネクスト株式会社

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/android/use/a_use_001091/

■製品名 ：「Toca Kitchen」
■提供開始日 ：2014年9月12日（金）
■製品内容 ：知育アプリ
■開発       ：Toca Boca AB
■販売       ：ソースネクスト株式会社
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/product/android/edu/a_edu_001090/
※いずれも「App Pass」の月額利用料金370円（税抜き）でお楽しみ頂けます。

動作環境
「シフト勤務カレンダー」
■対応OS ：Android OS 4.0以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量 ：10MB
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＜ご注意＞
■シフト交換にはBluetoothが必要です。
■iPhone版とはシフト交換ができません。
「Puffin Web Browser」
■対応OS ：Android OS 2.3以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量 ：68.4MB
「Toca Kitchen」
■対応OS ：Android OS 4.0.3以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量 ：66MB

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。
「シフト勤務カレンダー」
Copyright Naoto Koide
「Puffin Web Browser」
Copyright © 2014 CloudMosa Inc.
「Toca Kitchen」
Copyright（ｃ）2014 Toca Boca AB

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/


