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アプリ使い放題サービス「アプリ超ホーダイ
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ソースネクスト株式会社
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」が

100 タイトル突破
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、2 月 24 日（火）より、Android アプリ使い放題サービス「アプリ超ホーダイ」に 7 つのアプリを追加します。これに
より、本サービスで提供するアプリは合計 103 タイトル※1 となり、今年 3 月までの目標としていた 100 タイトルを予定
より前倒しで突破しました。本サービスは、昨年 10 月より提供を開始した月額固定料金 360 円（税別）※2 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サービスです。格安スマホ・SIM 関連事業者な
どと協業し、スマホの付帯サービスおよび SIM とのセット販売により、一般のお客様向けに提供しております。今後
さらに良質なコンテンツを厳選し、拡充していきます。
※1 提供開始予定のタイトルを含みます。本日時点で実際に使えるアプリは 100 タイトルです。
※2 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。
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夢をかなえる英単語 入門編 （アルク） おしゃべりタイマー

【 追加タイトル 】
■ジョルテ for S -カレンダー＆システム手帳
世界で 2,400 万(日本国内 1,000 万)以上の人々にダウ
ンロードされているカレンダー＆システム手帳アプリケ
ーションです。
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■地図マピオン
2009 年度グッドデザイン賞を受賞した、距離計測・標
高など Google マップにはないオリジナル機能を搭載
した地図アプリです。
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■新宿の母
新宿の街頭で 350 万人以上を救った元祖行列の出来
る占い師「新宿の母」が鑑定する占いアプリの決定
版。

■YouCam Perfect
自動で美顔にしてくれるカメラアプリ。レタッチも簡単
で理想の写真ができます。

■ママニティ
15 万人以上のママが利用する「妊娠・出産・育児」の
ノウハウがつまったママ専用の総合サイトです。

■ユメタン０ 夢をかなえる英単語 入門編 （アルク）
単語をしっかり覚えられる英単語学習アプリ！

■おしゃべりタイマー
時刻やアラームを音声でお知らせする便利アプリ。忙
しい朝やジョギング中などにおすすめです。
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【 「アプリ超ホーダイ」とは？ 】
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103タイトル※1のアプ
リをラインアップ。
製品概要
「ジョルテ for S -カレンダー＆システム手帳」
■製品内容
： 世界中で大人気のカレンダー＆
システム手帳アプリ
■開発
： 株式会社ジョルテ
■コピーライト
： (C)Jorte Inc.
「新宿の母」
■製品内容
： 元祖行列の出来る占い師「新宿
の母」が鑑定する占いアプリ
■開発
： 株式会社ポッケ
■コピーライト
： (C)POCKE,INC.
「ママニティ」
■製品内容
： 「妊娠・出産・育児」のノウハウが
つまったママ専用の総合サイト
■開発
： 株式会社ポッケ
■コピーライト
： (C)POCKE,INC.

「地図マピオン」
■製品内容
： グッドデザイン賞を受賞した地
図アプリ
■開発
： 株式会社マピオン
■コピーライト
： (C)Mapion Co.,Ltd.
「YouCam Perfect」
■製品内容
： 自動で美顔にしてくれるカメラア
プリ
■開発
：サイバーリンク株式会社
■コピーライト
：Copyright 2014 CyberLink Corp
.
「ユメタン０ 夢をかなえる英単語 入門編 （アルク）」
■製品内容
： しっかり覚えられる英単語学習
アプリ
■開発
： 株式会社アルク
■コピーライト
： © Tatsuya KIMURA, ALC PR
ESS INC., Ovum Software Inc.

「おしゃべりタイマー」
■製品内容
： 時刻やアラームを音声でお知ら
せする便利アプリ
■開発
： Mobo Studio S.C.
■コピーライト
： (c) 2014 Mobo Studio S.C.
※上記アプリの提供開始日は全て 2015 年 2 月 24 日（火）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/
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