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プロ仕様の動画編集・音楽制作ソフト 4 本セットが 82％OFF

「IMAGINATION STUDIO 4」
11 月 26 日（水）より 期間限定で特別販売を実施
http://www.sourcenext.com/pt/s/1411/26_imagination2/
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）から、12 月 31 日（水）までの期間、弊社サイトで SONY ブランドのパソコンソフトの「オープン特
別販売」を実施いたします。販売するのは、今年 6 月まで実勢価格 22,677 円で販売されていた Sony Creative
Products の映像・音楽編集ソフト「IMAGINATION STUDIO 4」で、3,980 円（税別）の特別価格で提供いたします。
同製品は SONY が誇る 4 製品、動画編集ソフト「Movie Studio Platinum 12」、音楽制作ソフト「ACID Music Studio
9」、オーディオ編集ソフト「Sound Forge Audio 10」、DVD/Blu-ray 作成ソフト「DVD Architect Studio」からなるスイ
ート製品で、映画のようなビデオやオリジナルミュージックを使ったマルチメディア作品を創り上げることができます。
弊社では、弊社製品ご登録ユーザー様向けサービスとして、自社製品に限らず企業コラボレーションにより、さまざ
まな製品の割引提供を実施しておりますが、このオープン特別販売は、対象を一般のお客さまにも拡大して開催す
るものです。9 月に実施した SONY 製品販売に、弊社ユーザー以外のお客さまから大きな反響が寄せられたため、
10 月下旬から先に実施している「SONY Vegas Pro 12 EDIT 特別販売」に続く、第 2 弾です。
＜特長＞
・元の実勢価格の 82％OFF で提供
・プロ仕様タイトルを 4 本セットで特別提供

【 ソースネクストの「割引提供サービス」とは 】
ソースネクストは、弊社製品のご登録ユーザー様向けのサービスに力を入れています。その 1 つが、ご登録ユーザー
様限定で実施している、さまざまな製品の割引提供です。自社製品に関わらず、企業コラボレーションにより厳選した製
品を割引提供してきました。その典型例は、確定申告シーズンに実施している、自社製品にない税金申告ソフトの割引
提供です。SONY 製品のオープン特別販売も、当初は弊社ご登録ユーザー様限定でスタートしましたが、ご登録ユーザ
ー様以外からの反響が大きいため、対象と期間を拡大し「オープン特別販売」として実施しています。
【 「IMAGINATION STUDIO 4」とは 】
「IMAGINATION STUDIO 4」はプロ仕様の動画編集・音楽制作ソフトです。以下 4 本のソフトがセットになってお
り、本製品 1 つで本格的なマルチメディア作品を創ることができます。
・ビデオ編集・DVD 作成ソフト
「Movie Studio Platinum 12」
・音楽制作ソフト
「ACID Music Studio 9」
・オーディオ編集
「Sound Forge Audio Studio 10」
・DVD/Blu-ray 作成ソフト
「DVD Architect Studio」
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■ 「Movie Studio Platinum 12」の特長
・プロ並みの本格的なムービーを作成
特殊効果やトランジションを使ったムービーを編集
/制作。ワンタッチ操作でプロ並みの本格的なムービ
ーを作成できます。
画像の手ぶれ補正やエフェクト効果もあり、ビデオ
を効果的に演出できます。

■「ACID Music Studio 9」の特長
・経験不要でオリジナルの音楽を制作
3,000種類以上の内蔵ループと無料でダウンロード
できるSoundSeriesループライブラリがあるので、経験
を積んだミュージシャンやプロデューサーでなくても
優れたミュージックを制作できます。

・スタジオマルチトラック録音
トラックごとに録音することも、それぞれの楽器を別
のトラックにしてバンド全体を一度に録音することもで
きます。楽器やボーカル トラックごとにボリュームや
パン、エフェクト処理を自由に調整して、思い通りのミ
ックスに仕上げることができます。
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■「Sound Forge Audio Studio 10」の特長
マイク・レコーダー・オーディオインターフェース、
サウンドカード等、ほぼどんなソースからのオーディ
オも録音・編集が可能です。 古いアナログ音源も
カンタンにデジタル化できます。
ボーカルイレーサープラグインが付属しているの
で取り込んだ曲からボーカルだけを取り去ることが
でき、カラオケトラックを作る事もできます。

■ 「DVD Architect Studio」の特長
作成したビデオを洗練されたテーマやカスタムメニュー、グラフィック付きの Blu-ray Disc 、DVD にオーサリング
できます。インタラクティブな操作手順チュートリアルつきで、簡単に作成できます。
「IMAGINATION STUDIO 4」の製品概要
■製品名
：「IMAGINATION STUDIO 4」
■提供日
：2014年11月26日（水）～2014年12月31日（水）
■価格
：3,980円（税別）
■製品内容
：映像・音楽編集ソフト
■開発
：Sony Creative Software Inc.
■販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/pt/s/1411/26_imagination2/
「IMAGINATION STUDIO 4」の動作環境
■対応OS
：Windows® 8.1/8（32ビット/64ビット版）、Windows® 7 （32ビット/64ビット版）、Windo
ws Vista®（32ビット/64ビット版）が正常に動作するパソコン
■CPU
：2GHz プロセッサ
■ハードディスク空き容量 ：500MB以上
■推奨メモリ容量
：4GB
■グラフィック
：512MB以上のGPUメモリ
■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
■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。
©2012 Sony Creative Software Inc. All rights reserved.
SONY および make.believe は、Sony Corporation の登録商標です。
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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