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Windows® 7 32bit/64bit に対応保証した 

「いきなり®PDF」シリーズ4製品 
2009 年 7 月 3 日（金）発売 

 
ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15Ｆ 代表取締役社長：

松田憲幸）は、Windows® 7 32bit/64bitに対応保証した「いきなり®PDF」シリーズ4製品（税込 2,990円～）を
2009年7月3日（金）に発売いたします。 

 
【ラインアップ・価格】 
製品名 価格（税込） メディア 製品概要 
いきなり®PDF 7 2,990円 CD-ROM PDF作成・編集ソフト 
いきなり®PDF to Data 7 2,990円 CD-ROM PDFデータ変換ソフト 
いきなり®PDF Platinum 7 3,490円 CD-ROM PDF作成・編集・変換ソフトのパック 
いきなり®PDF Platinum 7 (Uメモ) 3,990円 USBメモリ PDF作成・編集・変換ソフトのパック 
 
【Windows® 7・64bit OSをとりまく環境について】 

昨今、パソコン関係者やユーザーの間で、マイクロソフト社の次期OS「Windows® 7」への注目が高まっ
てきております。ソースネクストでは、マイクロソフト社の協力のもと「Windows® 7」で問題なく動作するよう
製品の互換性確保にいち早く努めております。 

また、現在の日本市場ではまだ32bit版のOSが主流ですが、世界的な動きから見ても、今後64bit版のO
Sが搭載されたパソコンが増えてくることが予測されるため、この度、「いきなり®PDF」シリーズ4製品につき
まして、Windows® 7 64bit版にも対応保証いたしました。 
 
【「いきなり®PDF」シリーズとは】 

「いきなり®PDF」は、2004年に発売開始したPDF作成ソフトで、高額製品が多かったPDFの分野に低価格
な製品を投入したことにより、PDFソフトの市場を大きく広げました。初年度に一躍シェア第1位（※）を獲得し
て以降、PDFからExcel、Word、PowerPointなど他形式のファイルにデータ変換できるソフトや、PDFそのもの
を編集できるソフトなど、多様なラインアップを展開し、さまざまなお客様のニーズに応えて参りました。現在
は、企業ユーザーを始めとして、多くのビジネスシーンでご利用いただく定番のソフトになっています。 

（※BCNランキング調べ 文書管理ソフト部門 2004年の年次データ） 

 
 

製品概要 
 
「いきなり®PDF 7」： PDF 作成・編集ソフト 

 
「いきなり®PDF 7」は、PDF ファイルの作成・ページ編集・注釈の付加などができるソフト

です。Word や Excel、PowerPoint の文書ファイルから、ワンクリックで PDF を作成するこ

とができます。また、PDF にコメントを付ける、ページにしおりを挟むなどの編集作業もで

き、近年需要が高まっている、閲覧や編集に制限を付けるなどのセキュリティ対策機能

も搭載されています。今回新たに、PDF 1.7 の作成に対応し、ISO 32000-1 に準拠する

PDF 出力ができるようになりました。 

 

「いきなり®PDF to Data 7」： PDF データ変換ソフト 
 

「いきなり®PDF to Data 7」は、PDF ファイルを Word・Excel・PowerPoint などの形式に 

データ変換ができるソフトです。PDF の資料を元に、新しい書類を作成する際などに役

立ちます。また、OCR（文字認識）技術と PDF 解析技術を利用した 2 つのエンジンを搭

載しており、それらを使い分けることで、より高い認識精度でデータ変換ができます。さら

に、携帯電話などのモバイル機器にあった拡大率でPDF を画像に変換することができる

ので、PDF を画像化して持ち歩き、移動中に確認する使い方もできます。 
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「いきなり®PDF Platinum 7」「いきなり®PDF Platinum 7 (U メモ)」： PDF 作成・編集・変換ソフトパック 

 

「いきなり®PDF Platinum 7」は、「いきなり®PDF 7」と「いきなり®PDF 

to Data 7」の 2 製品のパックです。2 本合わせて合計税込 5,980 円の

ところをＣＤ版は税込 3,490 円、Ｕメモ(USBメモリ版)は税込 3,990 円と

いう圧倒的なコストパフォーマンスの高さを実現したパッケージです。 

 

 

 
 

発売概要 
 
■製品名     ： 「いきなり®PDF 7」 
■価格  ： 2,990円（税込） 
■発売日 ： 2009年7月3日（金） 
■製品内容 ： PDF作成・編集ソフト 
■メディア ： CD-ROM 
■開発  ： アンテナハウス株式会社 
■販売  ： ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ： http://www.sourcenext.com/titles/use/105000/  
 
■製品名     ： 「いきなり®PDF to Data 7」 
■価格  ： 2,990円（税込） 
■発売日 ： 2009年7月3日（金） 
■製品内容 ： PDFデータ変換ソフト 
■メディア ： CD-ROM 
■開発  ： パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 
■販売  ： ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ： http://www.sourcenext.com/titles/use/106600/  
 
■製品名     ： 「いきなり®PDF Platinum 7」 
■価格  ： 3,490円（税込） 
■発売日 ： 2009年7月3日（金） 
■製品内容 ： PDF作成・編集・変換ソフトパック 
■メディア ： CD-ROM 
■開発  ： 「いきなり®PDF 7」 アンテナハウス株式会社 

: 「いきなり®PDF to Data 7」 パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 
■販売  ： ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ： http://www.sourcenext.com/titles/pack/106630/  
 
■製品名     ： 「いきなり®PDF Platinum 7 (Uメモ)」 
■価格  ： 3,990円（税込） 
■発売日 ： 2009年7月3日（金） 
■製品内容 ： PDF作成・編集・変換ソフトパック 
■メディア ： USBメモリ 
■開発  ： 「いきなり®PDF 7」 アンテナハウス株式会社 

: 「いきなり®PDF to Data 7」 パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 
■販売  ： ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ： http://www.sourcenext.com/titles/pack/106630/  
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動作環境 
 
「いきなり®PDF 7」 
■対応OS ： Windows® 7 32/64bit対応保証 

Windows Vista®  32/64bit 
Windows® XP 32bit 
Windows® 2000 
が正常に動作し、インターネットが使えるパソコン 

■CPU  ： 各OSの推奨環境に準ずる 
■メモリ  ： 各OSの推奨環境に準ずる 
■インストール容量： 約90MB 
 
「いきなり®PDF to Data 7」 
■対応OS ： Windows® 7 32/64bit対応保証 

Windows Vista® 32bit 
Windows® XP 32bit SP2以上 
Windows® 2000 SP4以上 
が正常に動作し、インターネットが使えるパソコン 
※Windows 7 64bitOSでは、WOW64サブシステム上で、32bitアプリケーションと 

して動作します。 
■CPU  ： 各OSの推奨環境に準ずる 

ただし、PentiumⅢ以上 
■メモリ  ： 各OSの推奨環境に準ずる 
     ただし、256MB以上（512MB以上を推奨） 
■インストール容量： 約100MB 
 
「いきなり®PDF Platinum 7」「いきなり®PDF Platinum 7 (Uメモ)」 
対応OS・CPU・メモリにつきましては、上記各製品の動作環境をご参照ください。 
■インストール容量： 約190MB 
 

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。 
 
「いきなり®PDF 7」 

Copyright © 1997-2009 Antenna House, Inc. 
 

「いきなり®PDF to Data 7」 
© Panasonic Solution Technologies Co., Ltd. 2009 

 

お客様お問合せ先 
 
■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: 03-5350-4844  
 ホームページとeメールによるサポートです。  URL：http://www.sourcenext.com/support/ 
  

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先 
 
■担当：セールスグループ プロモーションチーム  小林 真衣 
Tel：03-5786-7209  Fax：03-5786-7210 e-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。 
 

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/ 


