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Android アプリ

News Release

報道関係者各位 2014 年 12 月 24 日

ソースネクスト株式会社

「アプリ超ホーダイ」に雑誌 2,000 冊読み放題アプリも

24 タイトルを「アプリ超ホーダイ TM」に追加
12 月 24 日（水）より提供開始

http://www.sourcenext.com/houdai_app/

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、12 月 24 日（水）より、「アプリ超ホーダイ」に 24 のアプリを追加します。本サービスは、月額固定料金 360 円（税

別）※1 で、ウイルス対策からゲームまで、厳選された Android アプリが使い放題となるものです。今回のアプリ追加

により、現在提供しているアプリは全 91 タイトル※2 となります。2015 年 3 月までに 100 タイトル以上を目指します。                 
※1 販売パートナーにより提供価格が異なる場合があります。 ※2 提供開始予定のタイトルを含む

【 主な追加タイトル 】

■バイオハザード 4

タッチで操作するホラーアクションの傑作。迫りくるガ

ナードの襲撃を掻い潜り、ロス・イルミナドス教団の教

祖オズムンド・サドラーの野望を阻止するゲームです。

■モンスターハンター Dynamic Hunting

プレイヤーは「ハンター」となり、1 対 1 でモンスタ

ーを狩るゲーム。迫り来る攻撃をタイミング良く避

け、その隙に攻撃を行います。
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【 その他アプリ 】

■FujisanReader

日本最大級の雑誌専門サイト「Fujisan.co.jp」が提供す

るデジタル雑誌を閲覧するための定番アプリです。

■Paper Camera

スケッチ風の画像が撮れるアプリ。カメラを通してみ

ると、世界が手書き風に変わります。

「おしゃべり翻訳機～10 カ国対応

～」

もう旅先で困らない。30 万もの例文

を収録した翻訳アプリです。声でキ

ーワードを入力、

例文から伝えたいものを選ぶだけ

と、使い方も簡単です。

｢Camera 2｣

エフェクトをかけて静止画や動画を撮

れるアプリです。レトロなＴＶ風、ＳＦ映

画風など写真撮影が楽しくなります。

｢スタンプ★つくり放題｣

好きなことばで簡単にオリジナルス

タンプが作れるアプリ。毎日更新さ

れる流行のデコメが取り放題です。

｢女性のキレイ・リズム｣

生理日を登録するだけで、生理日・排

卵日の予測や妊娠しやすい時期、や

せ期、美肌期やイライラ期など、日々

の体調に関する症状やアドバイスがわ

かります。

｢絵本読み放題｣

有名童話や英語の絵本が読み放

題。毎月更新の 36 冊の絵本で読み

聞かせができます。

｢簡単！身近な節約術｣

誰にでも簡単にできる節約レシピやお

ススメ 100 円グッズ等の節約術を、アド

バイザー和田由貴さんが伝授します。

｢PaPatto♪♪プレミアム｣

スマホ初心者でもかんたん。着信音

を"ぱぱっと"設定できるアプリです。

｢自撮りカメラ｣

笑顔やピースサインでシャッターが切

れる自撮り専用カメラ。美人加工で満

足の 1 枚に仕上がります。
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【 「アプリ超ホーダイ」とは？ 】

｢ゴルフな日～GPS ゴルフナビ～｣

本格的「GPS ゴルフナビ」アプリ。全

国 2350 ヶ所以上のコースマップ搭

載で、グリーンまでの残りヤード数や

ティーショットの飛距離等を計測でき

ます。

「ストリートファイター IV」

スマートフォンで熱い対戦を！手のひ

らにゲーセンの興奮を！

『ストリートファイターIV』は、総勢 14 体

のキャラクターから、

好きなキャラクターを選んで 1 VS. 1 の

バトルを繰り広げる格闘ゲームです。

「逆転裁判 123HD」

弁護士となって、無実の罪を着せら

れた依頼人を救い出せ！

グラフィックを HD 画質で完全リニュ

ーアル。

横画面で大迫力！縦画面なら片手

でお手軽プレイ！

「お酒手帳（総合版）」

書籍版の人気「手帳シリーズ」から、お

酒に関する５冊ピックアップし 1 つのア

プリ化した、総合お酒情報辞典です。

「全国５つ星の手みやげ」

「おいしゅうございます」のひと言で

話題となった"岸 朝子"監修の手み

やげ大全。

「焼肉手帳」

牛・豚・鶏から、馬・合鴨まで、肉を知る

ための画期的な手帳アプリ。

焼肉店、焼鳥店のメニューでもう困ら

ない、全 134 部位収録!!

「名言名句の辞典」

「名言名句の辞典」は、古今東西偉

人賢人の名言名句およそ 700 を 6

つのテーマに分けて収録し、解説し

た辞典です。

「四字熟語の辞典」

四字熟語は、主に中国の古典や仏教

を典拠とし、長い歴史を経て生き残っ

てきた言葉です。わずか四字の中に

壮大なロマンを秘めるもの、含蓄のあ

る教訓を持つものなどさまざまです。

「故事ことわざの辞典」

「故事ことわざの辞典」は、日本人が

古来使いさばいてきた故事ことわざ

約 3000 を精選し、7 つのテーマに

分けて収録した辞典です。

「雑学大全」

『雑学大全』には知的好奇心そそる雑

学がぎっしり収録されています。その

数なんと全 1000 項目。

「R-TYPE」

色褪せぬ傑作「R」の衝撃、再び！

1980 年代の伝説的アーケードゲー

ム「R-TYPE」の Android 版です。

横スクロールシューティングの金字

塔を打ち立て、歴史にその名を残し

た名作ゲームを楽しもう！

「超保存」

アドレス帳からアプリまでさまざまなデ

ータを、端末の microSD カードやパソ

コンにバックアップできるアプリです。

ウイルス対策からゲームまで、国内外を問わず、あら
ゆるジャンルの人気アプリが、定額料金で使い放題にな
るサービスです。世界最高レベルのウイルス検出率を誇
る「スマートフォンセキュリティ」や、人気ゲーム「バイオハ
ザード 4」など、厳選された91タイトルのアプリをラインア
ップ。さらに、2015年3月までに100タイトル以上を目指し
ます。
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製品概要    

「Paper Camera」
■製品内容 ：スケッチ風の画像が撮れるカメラア
プリ
■開発 ：JFDP Labs Limited
■コピーライト ：Copyright（C）2011 JFDP Labs Li
mited

「逆転裁判 123HD」
■製品内容 ：ゲーム
■開発 ：株式会社カプコン
■コピーライト ： Copyright © CAPCOM., LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED.

「Camera 2」
■製品内容 ：エフェクト付き画像が撮れるカメラア
プリ
■開発 ：JFDP Labs Limited
■コピーライト ：Copyright（C）2013 JFDP Labs Li
mited

「FujisanReader」
■製品内容 ：雑誌読み放題サービス
■開発 ：株式会社富士山マガジンサービス
■コピーライト ：Copyright(c) 2002-2014 Fujisan 
Magazine Service Co., Ltd. All Rights Reserved.

「スタンプ★つくり放題」
■製品内容 ：簡単にオリジナルスタンプが作
れるアプリ
■開発 ：日本エンタープライズ株式会社
■コピーライト ：（C）Nihon Enterprise Co., Ltd.

「お酒手帳（総合版）」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.

「女性のキレイ・リズム」
■製品内容 ：女性の体調管理をサポートするア
プリ
■開発 ：日本エンタープライズ株式会社
■コピーライト ：（C）Nihon Enterprise Co., Ltd.

「全国５つ星の手みやげ」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.

「絵本読み放題」
■製品内容 ：有名童話や英語の絵本が読み放
題の読み聞かせアプリ
■開発 ：株式会社アイフリーク モバイル

■コピーライト ：I-FREEK MOBILE INC.

「焼肉手帳」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.

「簡単！身近な節約術」
■製品内容 ：簡単にできる節約術を配信する情
報アプリ
■開発 ：株式会社シーエー・モバイル
■コピーライト ：（C）CAMobile， Ltd．

「名言名句の辞典」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.

「PaPatto♪♪プレミアム」
■製品内容 ：着信音を"ぱぱっと"設定できるアプ
リ
■開発 ：株式会社モバイルファクトリー
■コピーライト ：Copyright (c) Mobile Factory, Inc
. All rights reserved.

「四字熟語の辞典」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.

「自撮りカメラ」
■製品内容 ：笑顔やピースサインでシャッターが
切れる自撮り専用カメラ
■開発 ： Thunder Software Technology C
o., Ltd.
■コピーライト ： Copyright © 2010-2012 Thunder
Software Technology Co., Ltd.

「故事ことわざの辞典」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.

「ゴルフな日～GPSゴルフナビ～」
■製品内容 ：全国のゴルフ場データ搭載のGPS
ゴルフナビ
■開発 ：株式会社マップル・オン
■コピーライト ：Copyright © 2014 Mapple ON C
o., Ltd.

「雑学大全」
■製品内容 ：書籍コンテンツ
■開発 ：株式会社エア
■コピーライト ：Copyright (C) Ea,Inc. All Right R
eserved.
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※上記アプリの提供開始日は全て 2014 年 12 月 24 日（水）です。

※全て、「アプリ超ホーダイ」の月額固定料金 360 円（税別）※1 でお使いいただけます。
※1 販売パートナーにより価格が異なる場合があります。

「アプリ超ホーダイ」の動作環境

■対応OS ：AndroidOS4.0以上

■インストール容量 ：約5MB（ 別にアプリごとの容量が必要です ）

■インターネットが使えること

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・松村・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/

「バイオハザード 4」
■製品内容 ：ゲーム
■開発 ：株式会社カプコン
■コピーライト ：Copyright © CAPCOM., LTD. A
LL RIGHTS RESERVED.

「R-TYPE」
■製品内容 ：ゲーム
■開発 ：株式会社ワーカービー

■コピーライト ：(C)IREM SOFTWARE ENGINEER
ING INC.
(C)2011 ported on Android by DotEmu SAS and dist
ributed in Japan by Worker Bee Inc.

「モンスターハンター DYNAMIC HUNTING」
■製品内容 ：ゲーム
■開発 ：株式会社カプコン
■コピーライト ： Copyright © CAPCOM., LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED.

「おしゃべり翻訳機～10カ国対応～」
■製品内容 ：翻訳・旅行会話アプリ
■開発 ：株式会社ワイエスシーインターナシ
ョナル
■コピーライト ：Copyright(C) Time Space System 
Co.,Ltd.  All rights reserved.

「ストリートファイター IV」
■製品内容 ：ゲーム
■開発 ：株式会社カプコン
■コピーライト ： Copyright © CAPCOM., LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED.

「超保存」
■製品内容 ：バックアップ
■開発 ：ソースネクスト株式会社
■コピーライト ：Copyright © SOURCENEXT COR
PORATION


