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News Release

報道関係者各位 2013 年 12 月 4 日

ソースネクスト株式会社

ソースネクストが 71 タイトルを提供する「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM」が

フォーバルテレコムでも採用
2013 年 12 月 4 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3 3森 ビル 6 F 代 表取締 役社長 ：

松田 憲幸）がコンテンツを提供している、「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM」が、株式会社フォーバルテレ

コム（本社：東京都千代田区神田錦町三丁目26番地 代表取締役社長：谷井 剛 以下、フォーバルテレコム）のＩＳＰ

サービス「ｉＳｍａｒｔ」でも採用されました。弊社は2013年12月4日（水）より、同サービス向けに主力ブランドである

「ウイルスセキュリティ」、「筆王」および「いきなりPDF」など、全71タイトルを提供開始します。

                                  

【 「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM」とは？ 】

ソースネクストの「ウイルスセキュリティ」、「筆王」、および「いきなり PDF」など全 71 コンテンツが、月々わずか 550 円

（税抜）の定額料金で使い放題となり、お客様はコストに悩むことなく、最新の優良ソフトを楽しむことができるサービス

です。株式会社オプティムのシステムを利用したサービスで、使い放題となるパソコンソフト 71 タイトル全てをソースネク

ストが提供、現在 3 社において採用されています。

■使い放題ラインアップ

ウイルスセキュリティ デイジーコラージュ Personal

筆王 マカセル 自動バックアップ

ThinkFree Office メキカン 1

特打 メキカン 2

いきなり PDF／BASIC Edition Ver.2 メキスウ 1

驚速 for Windows メキスウ 2

B's Recorder 12 メキメキ算数伝説

ホームページ V3 金筆 Deluxe

Paintgraphic 2 Pro 携速 8

Drawgraphic 2 Pro 特打 CLASSIC

いきなりハイスコア 600 突破 特打コップ ENGLISH version

      など全 71 タイトルを提供
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ペタット ラベル印刷 特打式 速読

B's サウンドレコーダー 特打小学生

B's ファイルガード 特単 英文 E メール ビジネス編

いきなりハイスコア 730 突破 特単 英文 E メール プライベート編

いきなりハイスコア 860 突破 特単 最短攻略 470

いきなりハイスコア トライ模試 特単 最短攻略 600

いきなり自動アップロード 特単 最短攻略 730

スグレモ シュレッダー 特単 最短攻略 860

スグレモ 縮画ツール 特単英語 208/覚えるが勝ち！ビジネス編

スグレモ 同期ツール 特単英語 208/行くぞ！海外旅行編

スグレモ 3 撮画ツール 特単英語 208/必勝！TOEIC テスト編

スグレモ 3 分割ツール 筆王 はがき整理

ズバリ日記帳 本格読取 3

たっぷりデジカメ 100 万人のための３Ｄ麻雀

ダントツ 軽量化 100 万人のための３Ｄ将棋

スーパー特打メソッド 耳タコ大作戦

PhotoDirector 3 DE アストロガイドブラウザ

ファイルコンパクト Ver.6 IT 囲碁

トランプ 花札

百人一首 チェス

五目並べ 軍人将棋

バックギャモン ダイアモンド

麻雀入門 囲碁教室

詰将棋教室 エアホッケー

ナンクロ

【 株式会社フォーバルテレコムについて 】
■会社名  ：株式会社フォーバルテレコム
■所在地  ：東京都千代田区神田錦町三丁目 26 番地
■詳細    ：http://www.forvaltel.co.jp/

【 株式会社オプティムについて 】
■会社名  ：株式会社オプティム
■所在地  ：東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー19 階
■詳細    ：http://www.optim.co.jp

動作環境

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）、Windows® XP（32 ビット版）が正常に動作するパソコン
（※対応 OS や対応ビット数は、ソフトによって異なります。）

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
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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） 深田・山下・乗鞍・宮島
■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/


