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事業戦略 
報道関係者各位 

2004年6月17日 

ソースネクスト株式会社 

 

ソースネクスト、法人市場に 1,980 円ソフトで本格参入 

「パソコンソフトは文具」 
2004 年６月 17 日（木）発表 

 
ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区六本木6-10-1 代表取締役社長：松田憲幸）は、2004年6月

17日（木）に、法人市場に1,980円ソフトで本格参入することを発表しました。 
 
法人市場における従来のソフトウェア導入の概念は、IT部門が「プロジェクト」として導入を検討し、メー

カーは「ソリューション」を提案し、ユーザーごとに「カスタマイズ」を施すといったプロセスを経て、巨額の初
期投資や継続的なサポート・メンテナンスのコストを必要とするものでした。そのためライセンス価格は、高
額となっておりました。 
 
  弊社が行なった「PDF作成ツール」導入についてのアンケートによると、93.3％の企業において、今後、
「PDF作成ツール」を導入は必要であると思っているものの、希望台数導入していない企業は、78.6％。
60.2％が「1人1台」を望ましい導入台数としているものの、導入できない理由として、62.4％が、「ライセンス
料が高いため」を挙げています。つまり、「必要だけれどもライセンス料が高くて購入できない」という企業が
多いのです。 

 
ソースネクストではコンシューマ市場で、2003年2月より実施いたしております「コモディティ化戦略」で、

主力ソフトウェアを1,980円に価格改定、販売チャネルの拡大を行なうことで、販売本数シェアで第1位に躍
進いたしました（BCN社調べ）。法人市場へも、従来の常識を変える「パソコンソフトは文具」をキーワードに、
企業の日常業務の効率化を手軽に図れるツールとしてのソフトウェアを提供することでコモディティ化を拡
大させていく予定です。製品ラインアップは、PDF作成ソフト「いきなりPDF」を主軸に、23ジャンル、50タイト
ル。今後、100タイトルまでタイトル数を拡大いたします。チャネルは、「代理店販売」、「コールセンター」、
「オンライン販売」、「直接営業」、「家電量販店」と、どこでも購入できるよう複数の購入方法を提供してまい
ります。 

 
ソースネクストは、リテール市場での知名度、1,980円の豊富なラインアップといった優位性を活かし、法

人市場において、2004度10億円、2009年度までに年商200億円の売上げを目指します。 
 
 
 

 
「コモディティ化戦略」とは、主力ソフトウェアをすべて1,980円にし、販売チャネルを拡大、スリムサイズの製
品パッケージの普及、藤原紀香さんを起用した広告戦略などでパソコンソフト市場を拡大する事業戦略で
す。 
（実績） 
2003年2月より実施し、2004年6月現在、総ソフトタイトル数 170タイトル、販売チャネル 25,000店、販売本
数シェア25.67％を達成（2004年6月8日GfK日次データより）。スリムパッケージ導入状況、書店、コンビニな
ど新規チャネルをはじめ、ヨドバシカメラなど既存の家電量販店でも導入スタート。新規チャネルの100タイ
トルコーナーが100店舗にて展開達成。 
（今後の目標） 
2006年度までに総タイトル数1,000タイトル。2005年度までスリム化100％。2004年度中に100タイトルコーナ
ーを1,000店舗まで拡大を目指してまいります。 
 

コモディティ化戦略とは 
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パソコンソフトを文具のように手軽に使っていただくことがソースネクストのポリシーです。 

 

 

                 従来の概念                   ソースネクストの戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

マーケティングコンセプト 

ヘビーユーザー ライトユーザー 
 

カスタマイズあり カスタマイズなし 
 

プッシュ型 プル型 
 

パッケージソフト提案 
 

ソリューション提案 
 

ユーザー 

プロダクト 

営業方法 

営業内容 
 

メールサポート 
 

トータルサポート サポート 

高額 低価格 
 

プライス 

複数チャネル 
 

代理店販売 チャネル 
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  ジャンル 製品名 
製品価格

（税抜） 

1 PDF 作成ソフト いきなり PDF ¥1,980 

2 Java 統合開発環境 Oracle JDeveloper 10g 1Year Limited ¥1,886 

3 統合オフィスツール Lotus SuperOffice ¥3,980 

4 表計算ソフト Lotus 1・2・3 ¥1,980 

5 携帯電話ソフト 携快電話 10 ¥1,886 

6 便利ツール集 スグレモ 3 ¥1,980 

7 地図ソフト ゼンリンデータコム デジタル全国地図 Ver1.3  ¥1,980 

8 時刻/路線検索ソフト 駅探エクスプレス ¥1,886 

9 翻訳ソフト 本格翻訳 3 ¥1,980 

10 翻訳ソフト 本格翻訳 3 SUPER ¥2,980 

11 OCR ソフト 本格読取 ¥1,980 

12 ハードディスク関連ソフト Acronis True Image Personal  ¥1,980 

13 グラフィックソフト Paintgraphic  ¥1,980 

14 グラフィックソフト Drawgraphic ¥1,980 

15 ビデオ関連 驚速ＤＶＤビデオレコーダー ¥1,980 

16 CD/DVD イメージ化ソフト 携速 xp ¥1,886 

17 インターネット加速ソフト 驚速 for AirH” ¥1,980 

18 ファイル閲覧ソフト 自在眼 見えるんです ¥1,980 

19 圧縮ソフト 超縮 （新価格版） ¥1,980 

20 はがきソフト 筆休め  ¥1,980 

21 タイピングソフト 特打 ¥1,980 

22 タイピングソフト 特打 biz.（新価格版） ¥1,980 

23 タイピングソフト 特打 Classic 永久保存版 ¥1,980 

24 タイピングソフト 特打小学生 2 ¥1,980 

25 タイピングソフト 特打コップ ¥1,980 

26 タイピングソフト 特打倍速かな伝説 ¥1,980 

27 英語学習ソフト 特単 470TOEIC(R)TEST スコア直結ボキャビル ¥1,980 

28 英語学習ソフト 特単 600TOEICRTEST スコア直結ボキャビル  ¥1,980 

29 英語学習ソフト 特単 730TOEIC（R）TEST スコア直結ボキャビル ¥1,980 

30 英語学習ソフト 特単 860TOEIC（R）TEST スコア直結ボキャビル ¥1,980 

31 英語学習ソフト 特単ばっちりパック TOEIC スコア 470～860 レベル ¥4,980 

32 英語学習ソフト いきなりハイスコア 470 ¥1,980 

33 英語学習ソフト いきなりハイスコア 600 ¥1,980 

34 英語学習ソフト いきなりハイスコア 730 ¥1,980 

35 英語学習ソフト いきなりハイスコア 860 ¥1,980 

36 英語学習ソフト いきなりハイスコア 直前模試+400 ¥1,980 

37 英語学習ソフト いきなりハイスコア 最短攻略パック ¥6,980 

38 小学生向算数学習ソフト メキスウ 1  ¥1,980 

39 小学生向算数学習ソフト メキスウ 2 ¥1,980 

40 小学生向算数学習ソフト メキスウパック ¥3,680 

41  メキメキ算数伝説 ¥1,980 

42 小学生向漢字学習ソフト メキカン 1  ¥1,980 

豊富なラインナップ 
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43 小学生向漢字学習ソフト メキカン 2 ¥1,980 

44 小学生向漢字学習ソフト メキカン 1＆2 パック ¥3,680 

45 ビジネスマン向数字学習ソフト メキスウ bｉｚ． ¥1,980 

46 ビジネスマン向数字学習ソフト 続メキスウ biz.  ¥1,980 

47 ビジネスマン向数字学習ソフト メキスウ biz.パック ¥3,680 

48 幼児学習ソフト リーダーラビット ようちえん ¥1,980 

49 幼児学習ソフト リーダーラビット もうすぐ１年生 ¥1,980 

50 幼児学習ソフト リーダーラビット 小学１年生 ¥1,980 

 

 

 

【1,980円シリーズ製品】 

ライセンス数（台数） 
ライセンス単価

（税抜） 
合計金額（税抜） 

10～49 ¥1,782 10 ライセンスの場合 ¥17,820 

50～99 ¥1,683 50 ライセンスの場合 ¥84,150 

100～499 ¥1,584 100 ライセンスの場合 ¥158,400 

500～999 ¥1,485 500 ライセンスの場合 ¥742,500 

1,000～ ¥1,386 1000 ライセンスの場合 ¥1,386,000 

 

【2,980円シリーズ製品】 

ライセンス数（台数） 
ライセンス単価

（税抜） 
合計金額（税抜） 

10～49 ¥2,682 10 ライセンスの場合 ¥26,820 

50～99 ¥2,533 50 ライセンスの場合 ¥126,650 

100～499 ¥2,384 100 ライセンスの場合 ¥238,400 

500～999 ¥2,235 500 ライセンスの場合 ¥1,117,500 

1,000～ ¥2,086 1000 ライセンスの場合 ¥2,086,000 

 

【3,980円シリーズ製品】 

ライセンス数（台数） 
ライセンス単価

（税抜） 
合計金額（税抜） 

10～49 ¥3,582 10 ライセンスの場合 ¥35,820 

50～99 ¥3,383 50 ライセンスの場合 ¥169,150 

100～499 ¥3,184 100 ライセンスの場合 ¥318,400 

500～999 ¥2,985 500 ライセンスの場合 ¥1,492,500 

1,000～ ¥2,786 1000 ライセンスの場合 ¥2,786,000 

 

購入しやすい価格 
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コピーライト表記について 

 

 

 
ソースネクストのコモディティ化戦略の骨子の1つに、「ソフトウェアがどこでも手に入ること」があります。法人

市場でも担当者様が思い立ったらどこでもご購入いただけるよう、販売チャネルを絞らず、利便性を提供し

て参ります。 

 
 

 

■担当：プロデュースグループ プロモーションチーム  

Tel：03-5786-7209  Fax：03-5786-7214 e-mail：   pr@sourcenext.com  

 

 

 

■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、各製品のプレスwebをご参照ください。 
URL:http://www.sourcenext.info/sp/ 

 

 

 

■パッケージや画面などは、プレス専用ホームページからのダウンロードもご利用いただけます。 
URL:http://www.sourcenext.info/sp/ 

本事業戦略に関する報道関係者様のお問合せ先 

素材・プレスリリースなどダウンロード 

どこでも買えるチャネル展開 

・弊社営業担当へ直接お申し込み 

・コールセンターにおける電話注文 

・オンライン見積り、お申込み 

・家電量販店店頭でのお申込み 

・代理店経由のお申込み 


