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News Release

報道関係者各位 2014 年 9 月 1 日

ソースネクスト株式会社

人気アプリの英語版を米国キャリアへ初提供

Sprint 社の「App Pass」に 6 つのアプリを提供
2014 年 8 月 29 日（金）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、

Sprint Corporation（本社：6220 Sprint Parkway, Overland Park, KS 66251 U.S.A. CEO：Marcelo Claure 以下、

Sprint 社）が 2014 年 8 月 29 日（金）より提供を開始した定額制アプリ使い放題の新サービス、「App Pass」に 6 つの

アプリを提供しました。「App Pass」は全米で展開される新サービスです。弊社が米国キャリアを通じてアプリを提供

するのは初となります。

                                  

【 Sprint社「App Pass」とは？ 】
Sprint社は米国で契約数第3位の通信キャリアです。

「App Pass」はSprint社が全米向けに展開している新サ
ービスで、厳選したAndroidアプリやゲームのライン
アップをSprintのユーザーが月額4.99ドル(14日間
の体験期間の後)で使うことが出来るサービスです。

                                  

・初の米国キャリアを通じたアプリ提供

・「Super Battery」（超電池）など、人気のアプリ、

合計 6 タイトルを提供



2

ニュース

Android アプリ

【 提供アプリ一覧 】
■「Super Battery」 （超電池）

電池のムダな消費を抑えたり、事前に電池切れ
を通知したりするバッテリー総合管理アプリです。

                                  
■「Speed Sweeper」 （驚速メモリ）

使い続けて重くなったスマホの動作を自動解決
するアプリです。不要なアプリを簡単に削除し、空き
容量を増やします。

■「Super Tools」 （超便利ツールズ）
ライトや鏡、定規などを始め、距離＆高度計、金

属探知機など、20 種類の便利なツールを搭載した

アプリです。
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■「Ultra Calculator」 （超電卓）
履歴表示付きの基本電卓から、為替電卓、単位

変換など９種類の電卓を搭載したアプリです。

■「Relax Melodies」 （Relax Melodies プレミアム
：睡眠＆ヨガ）
パーソナルなリラクゼーション体験をもたらす
、睡眠補助アプリです。お好みのサウンドや音楽
を選択するだけで、心地よい眠りにつくことが
できます。

■「MONTESSORI FIRST OPERATIONS」 （モン

テッソリー・ファースト・オペレーション）
かわいい画像や楽しいキャラクター達と一緒

に、足し算・引き算・かけ算などを学ぶことがで
きる児童向け教育アプリです。
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【 ソフトバンクモバイル株式会社について 】
■会社名 ：ソフトバンクモバイル株式会社
■所在地 ：東京都港区東新橋一丁目9番1号
■詳細 ：http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/

【 Sprint Corporationについて 】
■会社名 ：Sprint Corporation
■所在地 ：6200 Sprint Parkway, Overland Park, KS 66251 U.S.A.
■詳細 ：http://www.sprint.com

※Sprint 社の議決権のある普通株約 80％はソフトバンクモバイル株式会社が所有しています。

製品概要
「Super Battery」 （超電池）
■製品内容：バッテリー節電
■開発・販売：ソースネクスト株式会社
■製品情報：http://www.sourcenext.com/product/android/chs/a_chs_000984/

「Speed Sweeper」 （驚速メモリ）
■製品内容：メモリ最適化
■開発・販売：ソースネクスト株式会社
■製品情報：http://www.sourcenext.com/product/android/sok/a_sok_000831/

「Super Tools」 （超便利ツールズ）
■製品内容：ツール集
■開発：株式会社BJIT
■販売：ソースネクスト株式会社
■製品情報：http://www.sourcenext.com/product/android/oth/a_oth_000971/

「Ultra Calculator」 （超電卓）
■製品内容：電卓
■開発・販売：ソースネクスト株式会社
■製品情報：http://www.sourcenext.com/product/android/use/a_use_000883/

「Relax Melodies」 （Relax Melodies プレミアム：睡眠＆ヨガ）
■製品内容：睡眠補助
■開発：IPNOS SOFTWARE Inc.
■販売：ソースネクスト株式会社
■製品情報：http://www.sourcenext.com/product/android/use/a_use_001080/

「MONTESSORI FIRST OPERATIONS」 （モンテッソリー・ファースト・オペレーション）
■製品内容：知育
■開発：Les Trois Elles Interactive
■販売：ソースネクスト株式会社
■製品情報：http://www.sourcenext.com/product/android/edu/a_edu_001081/

動作環境
「Super Battery」 （超電池）
■対応OS ： Android OS2.2以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量：9MB

「Speed Sweeper」 （驚速メモリ）
■対応OS ： Android OS2.2以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量：3MB

「Super Tools」 （超便利ツールズ）
■対応OS ： Android OS2.3以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量：13MB
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「Ultra Calculator」 （超電卓）
■対応OS ： Android OS2.3以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量：2.5MB

「Relax Melodies」（Relax Melodies プレミアム：睡眠＆ヨガ）
■対応OS ： Android OS2.3.3以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量：94MB

「MONTESSORI FIRST OPERATIONS」 （モンテッソリー・ファースト・オペレーション）
■対応OS ： Android OS2.2以上の「App Pass」対応端末 ※ただし「App Pass」はAndroid OS4.1以上
■インストール容量：83MB

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） 山下・乗鞍・都丸
■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/


