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2015 年 3 月 11 日
ソースネクスト株式会社

WindowsⓇ 10 対応保証、定番ライティングソフトの最新版

「B's RecorderⓇ 13」シリーズ
3 月 11 日（水）新発売
http://www.sourcenext.com/product/bs/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、
3月11日（水）に定番ライティングソフト「B's Recorder 13」（税別 3,980円）、「B's Recorder GOLD13」（税別 9,980円）
のダウンロード版を発売します。本製品は、シリーズ累計販売本数870万本を突破したライティングソフト「B’sシリーズ」
の最新版です。ドラッグ＆ドロップなど簡単な操作で、各種CD、DVD、BD（ブルーレイディスク）を作ることができるほか、
昨今のセキュリティニーズに対応して、ファイル暗号化およびファイルの安全消去ソフト「B’s ファイルガード」を搭載し
ました。なお、パッケージ版は4月10日（金）より発売します。

【 「B's シリーズ」とは 】
「B’s シリーズ」は、国産ならではの信頼性と使いやすさで人気の、定番のライティングソフトシリーズです。簡
単な操作で多様な CD、DVD、ブルーレイディスク、BDXL を作成できます。また、国内 1,500 種類以上のドライブ
で動作検証をしています。
【 「B's Recorder 13」の特長 】
■充実のライティング機能
難しい設定が必要なく、ドラッグ＆ドロップなど簡単な操作で、各種 CD、DVD、ブルーレイディスクを作ることが
できます。さらに大容量のデータを書き込める BDXL ディスクに対応。ドライブの自動認識機能で発売されたばか
りの新しいドライブでも、自動で性能を認識してライティング機能を利用することもできます。
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■Windows 10 対応保証 【 New 】
2015年後半リリース予定の最新OS「Windows 10」対応保証。OSをアップグレードしても買い換えの必要はあり
ません。
■ファイル暗号化ソフト「B’s ファイルガード」搭載 【 New 】
パスワードを設定したいファイルやフォルダをドラッグ＆ドロップして簡単に暗号化できるソフト、「B’s ファイル
ガード」（3,800 円／税別）を搭載しています。ファイルの安全消去機能も搭載しており、シュレッダーのようにデー
タを復元されないよう安全に処理できます。暗号化前の一時ファイルも安全に消去できます。
【 「B's Recorder GOLD 13」の特長 】
■web 動画を録画
本製品に収録の「B’s 動画レコーダー 2」を使えば、YouTubeやニコニコ動画、Ustreamなどの動画を簡単に
録画できます。

■動画・音声ファイルの編集･変換
動画や音声ファイルの編集や加工だけではなく、あらかじめ指定したフォルダに動画ファイルを入れておくだけ
で、自動でスマートフォンや PSP®で再生できる形式に変換します。
■「心に響く フォトムービー」搭載 【 New 】
スタイルを選択し、写真・動画・音楽を取り込むだけの最短 2 ステップでプロ監修のハイクオリティなフォトムービ
ーを作成できるソフト、「心に響く フォトムービー」（6,980 円／税別）を搭載しています。写真などのデータはドラッ
グ&ドロップで簡単に取り込め、作成した動画は DVD やブルーレイディスクへの書き込みはもちろん、スマホ・タブ
レット用の動画を作成し YouTube などで共有することもできます。
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【 「B's Recorder 13」機能比較表 】
製品名

B’s Recorder 13

B’s Recorder GOLD13

3,980 円

9,980 円

Windows10 対応保証

○

○

CD/DVD/BD/BDXL（データディスク）作成・コピー

○

○

音楽 CD 作成

○

○

アナログ音源のデジタル化

○

○

パスワード付きディスク作成

○

○

リカバリーディスク作成

○

○

Evernote への自動履歴送信

○

○

音楽 CD リッピング(MP3 作成)

○

○

ファイル・フォルダの暗号化

○

○

価格（税別）

フォトムービー作成

○
△※

MP3HD 作成

○

web 動画録画

○

iPhone/Android/PSP 用 動画変換

○

DVD ビデオ オーサリング

○

サウンド編集

○

画像編集

○

YouTube への動画自動アップロード

○

データの安全消去

○

○

ラベル印刷

○

仮想ドライブ作成

○
※ただし、製品登録後 30 日以内、20 回まで
「B's Recorder 13」シリーズの製品概要

「B's Recorder 13」
■価格
：3,980円（税別）
■発売日
：2015年3月11日（水）
■製品内容
：CD・DVD・BDライティングソフト
■開発・販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/pc/bs/pc_bs_001154
「B's Recorder GOLD 13」
■価格
：9,980円（税別）
■発売日
：2015年3月11日（水）
■製品内容
：総合マルチメディアソフト
■開発・販売
：ソースネクスト株式会社
■製品情報
：http://www.sourcenext.com/product/pc/bs/pc_bs_001155
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「B's Recorder 13」シリーズの動作環境
「B's Recorder 13」
■対応OS
：Windows® 10（32ビット／64ビット版） Windows® 8/8.1（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）
■解像度
：800×600以上
■HDD容量
：約350MB
■その他
：書き込み可能なドライブが必要
「B's Recorder GOLD 13」
■対応OS
：Windows® 10（32ビット／64ビット版） / Windows® 8/8.1（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）
■HDD容量
：約5.5GB
■解像度
：1024×768以上
■その他
：書き込み可能なドライブが必要
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。
© 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・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、株式会社アンティ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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