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iOS も専用ブラウザで削減、10 台まで使えるようになって新登場

「超ブルーライト削減 TM Ver.2」
11 月 26 日（水）より新発売
http://www.sourcenext.com/product/pc/oth/pc_oth_001110/
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 26 日（水）に「超ブルーライト削減 Ver.2」を 2,980 円（税別）で発売します。本製品はパソコンやスマートフォ
ンが発するブルーライトを削減するソフト（アプリ）の最新版で、前バージョンは、昨年 11 月の発売以降、販売本数 6
万本を突破し大ヒットしました。この度、多くの要望があった iOS にも専用ブラウザ起動時に削減できるよう対応し、
10 台まで使えるようになりました。

＜特長＞
・Windows/Mac/Android/iOS 組み合わせ
自由で 10 台まで使える
・iOS 用ブルーライト削減ブラウザ搭載

【 「超ブルーライト削減 Ver.2」の特長 】
「超ブルーライト削減」は、ボタンをワンクリックするだけの簡単操作で、パソコンの画面から出るブルーライトを最
大 98.9％※2 削減できるソフトです。2013 年 11 月の発売以降、累計販売本数 6 万本を突破した人気の製品です。
※2 Android 版の場合。その他 OS は以下表参照。

・削減率※3
iOS 版 【 New 】
Windows 版
Android 版
Mac 版
※3

削減率
削減率
削減率
削減率
削減率
削減率
削減率
削減率

平均値
最大値
平均値
最大値
平均値
最大値
平均値
最大値

フィルタ濃度 50％

フィルタ濃度 最大

62.10%
63.22%
39.00%
49.30%
63.80%
92.30%
39.59%
52.58%

95.04%
96.49%
62.20%
69.40%
95.10%
98.90%
65.48%
75.18%

Windows 版、Android 版については 2013 年 11 月、ISO/IEC17025:2005 の認証取得企業・旭光通商株式会社調べ。
Mac 版、iOS 版についてはソースネクスト調べ。

■組み合わせ自由で 10 台まで使える
パソコンに、スマホに、タブレットに、ご家族で 10 台まで使えます。
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■iOS 用ブルーライト削減ブラウザ搭載
これまでの Windows/Mac/Android に加えて iOS でもご
利用いただけるようになります。iOS 版では専用のブラウ
ザ起動時にブルーライトを削減できます。
※本日より App Store を通じて配信開始

削減前

削減後

■削減時の色を 4 種類から選べる
黄色以外にも、お好みで 4 種類の色合いから選ぶことができます。

Windows/Mac 版
Android 版
iOS 版
■体内時計に合わせてブルーライトを自動削減
本製品は就寝時間の 2 時間前までに、ブルーライトの削減率を徐々に高めていきます。しかも削減する値は設定
できます（大：100%、中：50%、小：25%）。これにより自然界ではあり得ない量のブルーライトを就寝前に浴びることを
抑えます。
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＜体内時計について＞
約一日を周期とする体内時計のリズムは、本来は夜間に浴びない、ブルーライトを浴びることで狂いが生じ、全身
にわたって、下記のような悪影響を与えると言われています。
・睡眠障害 ・肥満 ・ガン ・精神状態
■おやすみアラート機能 （※Windows 版/Mac 版/Android 版のみ）
体内時計を適切に保つには、就寝の 2 時間前からは画面を見ることは良くないとされているため、2 時間前に通知
を出す機能（おやすみアラート）を搭載しています。

Windows/Mac 版

Android 版

■マルチディスプレイ対応 （※Windows 版/Mac 版のみ）
複数のディスプレイを接続している場合も、画面ごとに削減の設定ができます（最大 5 台）。

【 ブルーライトとは 】
波長が 380nm～495nm(ナノメートル)の青色光です。
可視光線の中で、最もエネルギーが高く、眼の角膜や水
晶体で吸収されずに、直接網膜まで到達するため、下記
のような影響を与えると言われています。
•眼の疲れ
•眼の痛み
•生活リズムの乱れ など

■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■開発・販売
■製品情報

「超ブルーライト削減 Ver.2」の製品概要
：超ブルーライト削減 Ver.2
：2,980円（税別）
：ダウンロード版 2014年11月26日（水）、パッケージ版 2014年12月12日（金）
：ブルーライト削減ソフト
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/product/pc/oth/pc_oth_001110/
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「超ブルーライト削減 Ver.2」の動作環境
：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
：MacOS X 10.10(Yosemite) 10.9(Mavericks) 10.8(Mountain Lion)
:Android OS 2.2～4.4以上
：iOS 7 以降 （iPhone 4s、 iPad 2、iPad mini 第一世代 以降） 対応予定
※iOSは専用ブラウザ起動時にブルーライトを削減します。
コピーライト表記について
■対応OS

■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
■担当
：ソースネクスト PR 事務局（株式会社イニシャル内） 都丸・乗鞍
■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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