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法人向けタイトルを中心に 100 のパソコンソフトが定額使い放題

「超ホーダイⓇ Business on フレッツ」
11 月 5 日（水）より提供開始
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、11 月 5 日（水）より、法人を対象とした新サービス「超ホーダイ Business」を NTT 東日本のソフト配信サービスに
て配信いたします。本サービスは、弊社が運営するパソコンソフト定額使い放題のサービスで、「超ホーダイ
Business on フレッツ」という名称で、月額 980 円（税別）にて法人のお客様向けに提供致します。世界最高レベル
性能のセキュリティ対策ソフト「スーパーセキュリティ」や、クラウド型の法人会計サービス「マネーフォワード 法人
会計／確定申告(青色申告・白色申告)」など、ビジネス向けの最新版ソフトやサービス 100 タイトルが利用できま
す。
＜特長＞
・980 円／月（税抜）で法人向け PC ソフトが使い
放題
・最新版 100 タイトルが利用可能
・法人向けタイトル「マネーフォワード法人会計／
確定申告」も搭載

【 「超ホーダイ Business」とは 】
月額固定料金で法人向けタイトルを含む最新版のパソコンソフト 100 タイトルが使い放題のサービスです。クラウ
ド会計ソフトや在庫管理、顧客管理ソフトなど、ビジネス向けのタイトルを中心にラインアップされており、今後も人
気タイトルを追加予定です。利用期間中にバージョンアップやアップデートがあった場合も、無償で新バージョンを
使用することができます。
【 「超ホーダイ Business」 の特長 】
・ウイルス対策からクラウド会計ソフトなど、100タイトルのフル機能版が使い放題
世界最高クラスの性能を誇るBitdefender社のエンジ
ンを使用した総合ウイルス対策ソフト「スーパーセキュリ
ティ」や、PDF編集ソフト「いきなりPDF」、クラウド会計ソ
フトで話題の「マネーフォワード法人会計」と「マネーフ
ォーワード確定申告（青色申告・白色申告）」など100タ
イトルを収録しています。マネーフォワードは「データ入
力」「仕分け」「決算書」が自動、会計を劇的に変えるク
ラウド型サービスです。
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■製品ラインアップ
サービス開始時のラインアップは下記の通りです。今後もタイトルの追加やバージョンアップを行なっていく予定
です。
製品名
製品名
マネーフォワード 確定申告（青色申告・白色
1
41 いきなりハイスコア 600 突破
申告）
2 マネーフォワード 法人会計
42 いきなりハイスコア 730 突破
3 顧客管理 4
43 いきなりハイスコア 860 突破
4 販売管理
44 いきなりハイスコア トライ模試
5 在庫管理
45 特単英語 208/覚えるが勝ち！ビジネス編
6 価格表・メニュー作成
46 特単英語 208/行くぞ！海外旅行編
7 立体 POP 作成
47 特単英語 208/必勝！TOEIC テスト編
8 工事デジカメ写真管理
48 耳タコ大作戦
9 工程表印刷・プロジェクト管理 2
49 特単 英文 E メール ビジネス編
10 パソコンでタイムカード管理
50 特単 英文 E メール プライベート編
11 ThinkFree Office
51 特単 最短攻略 470
12 いきなり PDF／BASIC Edition Ver.2
52 特単 最短攻略 600
13 プリントワークマン
53 特単 最短攻略 730
14 プリントエキスパンダー
54 特単 最短攻略 860
15 名刺ぷりんと Simple7
55 B's サウンドレコーダー
16 マカセル パスワード管理
56 Paintgraphic2 Pro
17 スーパーセキュリティ
57 ホームページ V3
18 スマートフォンセキュリティ
58 デイジーコラージュ Personal
19 B's Recorder 12
59 Drawgraphic 2 Pro
20 驚速 for Windows
60 たっぷりデジカメ
21 B's ファイルガード
61 B's 動画レコーダー 2
22 携速 8
62 満足素材
23 スグレモ 同期ツール
63 チラシ印刷～千客万来５
24 スグレモ 3 分割ツール
64 特打式 速読
25 スグレモ 縮画ツール
65 超字幕／Discovery 都市と歴史 ニューヨーク
26 ファイルコンパクト Ver.6
66 超字幕／Discovery ネットビジネスの勝者 グーグル
超字幕／Discovery 地球の過去と未来 グランドキャニ
27 スグレモ 撮画ツール Ver.4
67
オン
28 スグレモ シュレッダー
68 超字幕／Discovery レボリューション X iPod 革命
29 おまかせ引越
69 超字幕／Discovery ネットビジネスの勝者 アマゾン
30 ナルンデス CD ドライブ
70 超字幕／Discovery NASA50 年 宇宙開発の光と影 1
超字幕／Discovery フューチャーカー 2030 年の究極
31 筆王
71
の車
32 ペタット ラベル印刷 2
72 超字幕／Discovery Atlas フランス
超字幕／Discovery ザ・人体 ～映像で見る解体新書
33 金筆 Deluxe
73
～ 脳と記憶
34 筆王 こだわりハンコ
74 超字幕／Discovery エコ・テクノロジー 未来の燃料
35 筆王 こだわり写真
75 超字幕／Discovery もうひとつの「ダ・ヴィンチ・コード」
超字幕／Discovery ネットビジネスの勝者 ブラウザー
36 さよなら手書き
76
戦争
超字幕／Discovery ネットビジネスの勝者 音楽ダウン
37 Eco 家計簿ゆとりちゃん Simple
77
ロード
超字幕／Discovery CSU:犯罪検証大学 法医学テクニ
38 カレンダーぷりんと Simple
78
ック
超字幕／Discovery サイエンスハンター 動物の驚きの
39 ズバリ巨大プリント PLUS
79
知性
超字幕／Discovery 美人考古学者カーラの文明めぐり
40 ズバリ日記帳 Ver.2
80
ピラミッド
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

超字幕／Discovery エキストリーム・エンジニア
リング NASA ケネディ宇宙センター
超字幕／Discovery ザ・トップ 10 戦車トップ
10
超字幕／Discovery 格闘技の心・技・体を科学
する 1
超字幕／Discovery アメリカンチョッパー メル
セデスベンツ・バイク
超字幕／Discovery X ボックス開発の舞台裏
超字幕／Discovery ネクストワールド 2030 年
のテクノロジー:未来のエンターテイメント
超字幕／Discovery ネクストワールド 2030 年
のテクノロジー:人体と不老長寿
超字幕／Discovery SF 界の巨匠たち フィリッ
プ・K・ディック
超字幕／ ホーキング博士のよくわかる宇宙:タ
イム・トラベル
超字幕／ モーガン・フリーマンが語る宇宙:男
女の未来

超字幕／ モーガン・フリーマンが語る宇宙:自己を作る
ものは何か？
超字幕／ モーガン・フリーマンが語る宇宙:脳のハッキ
92
ング
超字幕／ モーガン・フリーマンが語る宇宙:現実とは何
93
か？
91

94 超字幕／ モーガン・フリーマンが語る宇宙:自由意志
95 特打 PLUS
96 特打式 Excel 編
97 特打式 Excel 編 Professional
98 特打式 PowerPoint 編
99 特打式 Word 編
100 特打コップ ENGLISH version

「超ホーダイ Business on フレッツ」の製品概要
■製品名
：「超ホーダイBusiness on フレッツ」
■提供日
：2014年11月5日（水）
■製品内容
：パソコンソフト定額使い放題サービス
■開発
：ソースネクスト株式会社
■販売
：ソースネクスト株式会社
「超ホーダイ Business on フレッツ」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）が正常に動作しインターネッ
トが使えるパソコン
■インストール容量
： ソフトごとに異なります
■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
■一部、各OSの推奨動作条件以上のスペックが必要な製品があります。
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。
© SOURCENEXT CORPORATION
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
お問い合わせ先：ソースネクスト PR 事務局（ビルコム株式会社内） 担当：尾崎・萬石（まんごく）
TEL：03-5413-2436 FAX：03-5413-2412
Email: sourcenext@bil.jp 連絡先：080-3314-8951（尾崎）
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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