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ソースネクスト株式会社

ソニーのソフトは、ソースネクストで。
Sony Creative Software 社の 12 製品を販売
3 月 6 日（金）より 3 万本限定の最大 86％割引の発売記念キャンペーン実施
http://www.sourcenext.com/product/sony/home/
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、
Sony Creative Software 社とのコラボレーションにより、3 月 6 日（金）から、同社の SONY ブランド・パソコンソフト全
12 製品の国内販売とサポートを開始します。「ソニーのソフトは、ソースネクストで」をキャッチフレーズに、弊社サイト
に専用ページをオープンし、同日から 3 月 31 日（火）まで発売記念キャンペーンを実施します。キャンペーンは
「Sony 製品取扱いスタート記念・最新版サプライズ」と銘打ち、最新版 12 製品を各 3 万本限定で最大 86％割引とい
う、最新版では通常ありえない価格で提供いたします。

Vegas Pro 13 Edit

Vegas Pro 13 Suite

Movie Studio 13 Suite
など、全 12 製品を販売

【 ラインナップ 】
以下の12製品を販売します。なお、特別販売価格での提供は各限定3万本、3月31日（火）までとなっております。
それぞれ限定本数に達した時点で特別価格での提供は終了いたします。
製品名
定価（税別）
特別販売価格（税別、～3/31 まで）
割引率
① Vegas Pro 13 Edit
62,000 円
9,800 円
84％割引
② Vegas Pro 13
92,000 円
17,800 円
80％割引
③ Vegas Pro 13 Suite
142,800 円
19,800 円
86％割引
④ Movie Studio 13
9,500 円
4,980 円
47％割引
⑤ Movie Studio 13 Platinum
14,000 円
5,980 円
57％割引
⑥ Movie Studio 13 Suite
22,000 円
6,980 円
68％割引
⑦ ACID Music Studio 10
11,000 円
4,980 円
54％割引
⑧ ACID Pro 7
28,000 円
9,800 円
65％割引
⑨ Sound Forge Audio Studio 10
11,000 円
4,980 円
54％割引
⑩ Sound Forge Pro 11
55,000 円
9,800 円
82％割引
⑪ DVD Architect Studio 5.0
7,200 円
3,980 円
44％割引
⑫ DVD Architect Pro 6.0
35,700 円
9,800 円
72％割引
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■ 「Vegas Pro 13 Edit」の特長
「Vegas Pro 13 Edit」 は、高度なアーカイブツール、新しい
オーディオメーターオプション、Vegas Pro Connect モバイル
iPad 用アプリとの同期などの新機能が搭載されており、これま
で以上の形式数、ワークフロー、およびクリエイティブ コントロ
ールが揃っています。

■ 「Vegas Pro 13」の特長
「Vegas Pro 13」 は、クリエイティブ コントロールのために設
計された最新のNLEです。高度なアーカイブツール、洗練され
たオーディオメーター、Vegas Pro Connect モバイル iPad 用
アプリなどの新機能が搭載されています。

■ 「Vegas Pro 13 Suite」の特長
「Vegas Pro 13 Suite」 は、高度なビデオおよびオーディオ編
集、パワフルな視覚的エフェクト処理、ワークフローのカスタマ
イズ、ディスク オーサリングなどの効果を最大限に引き出しま
す。コアアプリケーションと Sony Creative Softwareおよびその
主要なパートナーの一連のツールが用意されています。これに
より、優れた作品を作り出し、これまでになく簡単にクリエイティ
ブなビジョンを作り出すことができます。

■「Movie Studio 13」の特長
何度も見たくなるような魅力的なビデオを作成できます。トラン
ジション、タイトル、およびビデオ エフェクトを使用して、躍動感
あふれるプロ並みの作品に仕上げます。仕上げたムービーを
アプリケーションから YouTube や Facebook に簡単にアップロ
ードできます。
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■「Movie Studio 13 Platinum」の特長
革新的なステレオスコピック3D編集ツールで3Dビデオを作
成することができ、ネイティブ4Kで壮大で見応えのあるムービ
ーを作成できます。何百ものビデオとオーディオのエフェクトに
アクセスすることができ、テキストアニメーション、タイトルロール
、クレジットのスクロールなどを使ってムービーを個性的に演出
することも可能です。

■「Movie Studio 13 Suite」の特長
「Movie Studio 13 Suite」では、4 つの優れた Sony アプリケー
ションにより良質なマルチメディア体験を実現できます。高画質
の 4K XAVC S（ウルトラ HD）または AVCHD でビデオを制
作し、オリジナルの音楽を作成して、マルチチャンネルオーデ
ィオを拡張します。映像にアイデアを盛り込んで、Facebook に
直接アップロードしたり、DVD や Blu-ray Disc に書き込んだり
することができます。

■ 「ACID Music Studio 10」の特長
「ACID Music Studio」 は、ループベースのミュージック作
成、オーディオ録音、MIDI 制作、エフェクト処理、およびスタ
ジオ品質のミキシングに最適なツールです。音楽を作成した
ら、共有することもできます。また、CD の書き込み、Web への
アップロード、あるいは MP3 形式でエクスポートして、お気に
入りのポータブル プレーヤーで再生することも可能です。パソ
コンでの音楽作成に初めて挑戦する方でも、付属のチュートリ
アルに従って操作するだけで、短時間でプロ顔負けの曲の作
成、編集、ミキシングを行うことができます。

■「ACID Pro 7」の特長
ACID Pro 7は、オーディオ トラックと MIDI トラックの作曲、
録音、ミキシング、アレンジを行うプロフェッショナルなミュージッ
クワークステーションです。マルチトラック録音機能も搭載し、総
合的なMIDIのシーケンス作成が可能です。
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■「Sound Forge Audio Studio 10」の特長

映像・音楽編集ソフト

「Sound Forge Audio Studio」を使えば、ご自宅のパソコンで
音楽やサウンドを簡単に操作できます。ほとんどの場合、どの
ような音源からでも録音可能で、トラックでサウンドに輝きを加
えそのプレゼンスを際立たせることができます。 LP レコード
やテープのデジタル化、独自のカラオケトラックの作成、CD
の作成、Web やお気に入りのポータブルプレーヤーで再生
するファイルの作成も可能です。

■「Sound Forge Pro 11」の特長
高機能と安定性、そして素晴らしい操作性で知られるSound
Forge ProはRAW形式音声ファイルをマスタリングできる最良
のソフトです。高品質の音声を録音・編集・分析したり、サンプ
ルとループミュージックを制作できる他、古い音源をデジタル
化して修復したり、マルチメディアやビデオ、そして配布可能
なCD用に音声を補正することができます。

■「DVD Architect Studio 5.0」の特長
「DVD Architect Studio」を利用すると、プロ顔負けの本格
的な DVD および Blu-ray Discコンテンツを自宅のパソコン
ですばやく作成できます。高画質のワイドスクリーン作品など
にも対応しています。

■ 「DVD Architect Pro 6.0」の特長
DVDおよびBlu-ray Discのオーサリングが行えます。テンプ
レートを使って簡単にメニュー画面を作成したり、ペアレンタ
ルコントロール設定なども可能です。また、バーチャルリモコ
ンを使って、実際の動きをプレビューすることもできます。

【 Sony Creative Software 社について 】
■会社名
：Sony Creative Software Inc.
■所在地
：8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562
■詳細
：http://www.sonycreativesoftware.com/
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製品概要
※全製品共通
■販売開始日
：3月6日（金）
■開発
：Sony Creative Software Inc.
■販売
：ソースネクスト株式会社
「Vegas Pro 13 Edit」
■定価
：62,000円（税別）
■製品内容
：プロ用映像編集ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/vegasproedit/
「Vegas Pro 13」
■定価
■製品内容
■製品情報

：92,000円（税別）
：プロ用映像編集＋オーサリングソフト
：http://www.sourcenext.com/product/sony/vegaspro/

「Vegas Pro 13 Suite」
■定価
：142,800円（税別）
■製品内容
：プロ用映像編集＋オーサリング＋音楽編集ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/vegasprosuite/
「Movie Studio 13」
■定価
：9,500円（税別）
■製品内容
：映像編集ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/moviestudio/
「Movie Studio 13 Platinum」
■定価
：14,000円（税別）
■製品内容
：映像編集＋オーサリングソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/moviestudioplatinum/
「Movie Studio 13 Suite」
■定価
：22,000円（税別）
■製品内容
：映像編集＋オーサリング＋音楽編集＋作曲ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/moviestudiosuite/
「ACID Music Studio 10」
■定価
：11,000円（税別）
■製品内容
：作曲ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/acidstudio/
「ACID Pro 7」
■定価
■製品内容
■製品情報

：28,000円（税別）
：プロ用作曲ソフト
：http://www.sourcenext.com/product/sony/acidpro/

「Sound Forge Audio Studio 10」
■定価
：11,000円（税別）
■製品内容
：音楽編集ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/soundforge/
「Sound Forge Pro 11」
■定価
：55,000円（税別）
■製品内容
：プロ用音楽編集ソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/soundforgepro/
「DVD Architect Studio 5.0」
■定価
：7,200円（税別）
■製品内容
：オーサリングソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/dvdstudio/
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「DVD Architect Pro 6.0」
映像・音楽編集ソフト
■定価
：35,700円（税別）
■製品内容
：プロ用オーサリングソフト
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/sony/dvdpro/
動作環境
「Vegas Pro 13 Edit」
■対応OS
：Windows® 8.1/8（64ビット版）、Windows® 7 （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
「Vegas Pro 13」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量
■グラフィック

：Windows® 8.1/8（64ビット版）、Windows® 7 （64ビット版）が正常に動作するパソコン
：2GHz プロセッサ
：1GB以上
：4GB
：512MB以上のGPUメモリ

「Vegas Pro 13 Suite」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量
■グラフィック

：Windows® 8.1/8（64ビット版）、Windows® 7 （64ビット版）が正常に動作するパソコン
：2GHz プロセッサ
：1.2GB以上
：4GB
：512MB以上のGPUメモリ

「Movie Studio 13」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量
■グラフィック

：Windows® 8.1/8（32ビット/64ビット版）、Windows® 7 （32ビット/64ビット版）が正常に
動作するパソコン
：2GHz プロセッサ
：500MB 以上
：2GB
：512MB以上のGPUメモリ

「Movie Studio 13 Platinum」
■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）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
：2GB
■グラフィック
：512MB以上のGPUメモリ
「Movie Studio 13 Suite」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量
■グラフィック
「ACID Music Studio 10」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量
「ACID Pro 7」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量

：Windows® 8.1/8（32ビット/64ビット版）、Windows® 7 （32ビット/64ビット版）が正常に
動作するパソコン
：2GHz プロセッサ
：500MB以上
：2GB
：512MB以上のGPUメモリ
：Windows® 8.1/8（32ビット/64ビット版）、Windows® 7 （32ビット/64ビット版）が正常に
動作するパソコン
：1GHz 以上のプロセッサ
：200MB 以上
：1GB 以上
： Windows® 8.1/8 （ 32 ビッ ト /64 ビ ッ ト 版 ） 、 Windows® 7 （ 32 ビ ッ ト /64 ビ ッ ト 版 ） 、
Windows Vista®（32ビット/64ビット版）が正常に動作するパソコン
：1GHz プロセッサ
：200MB以上
：1GB
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「Sound Forge Audio Studio 10」
■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 ） 、
Windows Vista®（32ビット/64ビット版）が正常に動作するパソコン
■CPU
：1 GHz 以上のプロセッサ
■ハードディスク空き容量 ：350MB 以上
■推奨メモリ容量
：512MB 以上
「Sound Forge Pro 11」
■対応OS
■CPU
■ハードディスク空き容量
■推奨メモリ容量

：Windows® 8.1/8（32ビット/64ビット版）、Windows® 7 （32ビット/64ビット版）、が正常
に動作するパソコン
：1GHz プロセッサ
：500MB以上
：512MB

「DVD Architect Studio 5.0」
■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 ） 、
Windows Vista®（32ビット/64ビット版）が正常に動作するパソコン
■CPU
：1GHz 以上のプロセッサ
■ハードディスク空き容量 ：250MB 以上
■推奨メモリ容量
：1GB 以上
「DVD Architect Pro 6.0」
■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 ） 、
Windows Vista®（32ビット/64ビット版）が正常に動作するパソコン
■CPU
：1GHz プロセッサ
■ハードディスク空き容量 ：400MB以上
■推奨メモリ容量
：1GB
※いずれの製品も初回使用時にインターネットへの接続が必要
※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。
Copyright © 2014. Sony Creative Software Inc. All Rights Reserved.
“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です。
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・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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