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3 つの「超ホーダイⓇ」と「スーパーセキュリティ」を丸紅テレコム社に提供
4 月 15 日（水）より提供開始
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、4 月 15 日（水）より、丸紅テレコム株式会社（本社：東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号 赤坂ガーデンシティ 14
階 代表取締役社長 横井利明）の光コラボの新サービス「M ひかり」向けに、弊社が運用する 3 つのアプリケーショ
ン使い放題サービスと、パソコン用セキュリティ対策ソフト「スーパーセキュリティ」を提供します。3 つの使い放題サー
ビスとはそれぞれ、パソコンソフト使い放題サービス「超ホーダイ」、Android アプリ使い放題サービス「アプリ超ホーダ
イ」、および法人向けパソコンソフト使い放題サービス「超ホーダイ Business」で、「スーパーセキュリティ」は世界最高
レベル※1 のセキュリティ対策ソフトです。いずれも同社の「M ひかり」のオプションサービスとして提供されます。同社
は、フレッツ回線の一次代理店として常時 200 社以上※2 との取引実績を持つ、大手販売代理店です。
※1 「スーパーセキュリティ」のエンジン、「Bitdefender Internet Security」は、オーストリアの第三者機関、AV-Comparatives の
「Product of the Year 2014」を受賞しています。
※2 2015 年４月現在。

3 つの使い放題サービスと「スーパーセキュリティ」を提供
【 「光コラボ」とは？ 】
光コラボとは、NTT東日本・西日本がユーザーに提供していた光回線（フレッツ光）を、他の事業者に提供(卸売)
することで、事業者がユーザーに対して光回線を提供できるようになる、新しいサービスモデルです。光回線と自社
のサービスを組み合わせることでこれまでにないサービスを提供できるようになり、ユーザーにとっては多様なプラン
の中で自分に合ったプランを選択できるようになります。同社では「Mひかり」という名称で2月15日（日）より提供され
ています。
【 提供タイトルについて 】
「Mひかり」のオプションサービスとして、弊社から以下タイトルを提供します。
製品名
提供サービス名
超ホーダイ
Ｍひかり アプリ放題
アプリ超ホーダイ
Ｍひかり アプリ放題 for Mobile
超ホーダイ Business
Ｍひかり アプリ放題 for Business
スーパーセキュリティ
Ｍひかり スーパーセキュリティ
(PC 用セキュリティソフト)
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月額利用料(税抜)
550 円
400 円
1,100 円
350 円
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【 「超ホーダイ」とは？ 】
弊社が提供する120タイトル ※3以上の最新パソコンソフトが月
額固定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※4「スーパーセキュリティ」や、ハガキ作成
ソフト「筆王 Ver.19」などが利用でき、利用期間中にバージョン
アップやアップデートがあった場合も、無償で新バージョンを使
用することができます。
詳細 http://www.sourcenext.com/service/houdai/

※3 タイトルは今後も追加予定です。
※4 「スーパーセキュリティ」のエンジン、「Bitdefender Internet Security」
は、ドイツの第三者機関、AV-TEST のホームユーザー製品の部で、防御
力、軽さの全2 部門で、2013 年の最高スコアを達成し、年間アワードを受
賞しています。

【 「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※5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「ぷよぷよフィーバーtouch」など、厳選さ
れた100タイトル以上※6のアプリをラインアップしています。
詳細 http://www.sourcenext.com/houdai_app/
※5 2014年1月ドイツの第三者機関AV-TESTが実施した性能テストでは、
検知率100%を記録しています（30製品参加、平均検出率96%）。
※6 タイトルは今後も追加予定です。

【 「超ホーダイBusiness」とは？ 】
クラウド会計ソフトで話題の「マネーフォワード法人会計」と「マ
ネーフォワード確定申告（青色申告・白色申告）」やPDF編集ソフ
ト「いきなりPDF」、など100タイトルを収録しています。マネーフォ
ワードは「データ入力」「仕分け」「決算書」が自動、会計を劇的に
変えるクラウド型サービスです。

【 スーパーセキュリティとは？ 】
スーパーセキュリティは、世界最高クラスの性能※7を誇る
Bitdefender社のエンジンを使用した総合ウイルス対策ソフトで
す。ふるまい検知機能や決済ブラウザ、ペアレンタルコントロー
ル、パスワード管理機能などが利用できます。
※7 「スーパーセキュリティ」のエンジン、「Bitdefender Internet Security」
は、オーストリアの第三者機関、AV-Comparatives の「Product of the Year
2014」を受賞しています。

【 丸紅テレコム株式会社について 】
■会社名
：丸紅テレコム株式会社
■所在地
：東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号 赤坂ガーデンシティ 14 階
■詳細
：http://www.mtc.co.jp/
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動作環境
「超ホーダイ」、「超ホーダイBusiness」
■対応OS
：Windows® 8.1／8（32ビット／64ビット版）、Windows® 7 SP1以上
（32ビット／64ビット版）、Windows Vista® SP2以上（32ビット／64ビット版）
が正常に動作するパソコン
■インストール容量
：約30MB( 別にソフトごとの容量が必要です )
■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
■一部、各OSの推奨動作条件以上のスペックが必要な製品があります。詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.sourcenext.com/houdai/
「アプリ超ホーダイ」
■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 ）
「スーパーセキュリティ」
■対応OS
：Windows® 10、Windows® 8.1／8（32ビット／64ビット版）、Windows® 7 SP1以上（32ビット／64ビ
ット版）、Windows Vista® SP2以上（32ビット／64ビット版）、が正常に動作するパソコン（日本語正
規版のみ）
■CPU
：800MHz以上
■インストール容量：約500MB
■ハードディスク空き容量：800MB以上
■推奨メモリ容量 ：Windows 8.1／8／7／Vista 1GB以上
■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
※全て、ご使用時にインターネットが必要です。
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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