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報道関係者各位          2004年12月1日 

 ソースネクスト株式会社 

マクロメディア株式会社 

 

日本初の FlashPaper 作成ツール 

「いきなり®PDF FLASHPAPER」 
1,980 円（税込）で 12 月 17 日（金）新発売 

 

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

ネクスト）とマクロメディア株式会社（本社：東京都港区赤坂2-17-22、代表取締役：井上 基、以下、マクロメ

ディア）は、マクロメディアの「MacromediaⓇ FlashPaper 2」を「Quality1980」シリーズとして、製品名を「いき

なり PDF FLASHPAPAPER」と変え、ソースネクストから税込み 1,980 円で 2004 年 12 月 17 日（金）に発売

することを発表します。  

 

 マクロメディアの「Macromedia FlashPaper 2」は、現在、米国で 79 US ドル（約 8,000 円相当）にて販売さ

れている製品で、日本での発売は初めてとなります。 

 

 マクロメディアは、インターネットで常識となった Flash™ Player を利用した応用製品の展開を進めており、

「Macromedia FlashPaper 2」もその一つになっています。全国の潜在顧客に、求めやすい価格で一気に供

給することを目的として、ソースネクストと提携することを決定したもので、この提携によりさらに Flash の世界

が広がることを期待しています。 

 

 ソースネクストでは、2003 年 3 月に低価格の PDF 作成ソフト「いきなり PDF」を発売し、初心者層など新し

いユーザーの支持を受け、販売シェア 60％を達成しました。今回の「いきなり PDF FLASHPAPAPER」の発

売により、ＰＤＦ作成ソフトのラインナップを拡充しユーザーの選択肢を広げ、さらなる市場の拡大を期待し

ています。 

 

【製品概要】  

  「いきなり PDF FLASHPAPAPER」は、印刷可能なあらゆる文書ファイルをボタン 1 つで PDF とマクロメデ

ィアの新世代の電子書類である FlashPaper 形式に変換することができるソフトです。PDF ファイルと

FlashPaper 形式は、異なるＯＳ、パソコン環境でも同様のレイアウトで閲覧、および印刷ができるため、ファ

イリング、公式文書、マニュアル、カタログなど、さまざまな用途に利用されています。また、Web 上であれ

ば FlashPaper 形式を利用することで、瞬時に表示が可能となり、閲覧側への負担が大幅に軽減されます。 

 

【補足資料】 

■ＰＤＦとは 

  デジタルコミュニケーションにおける｢共通言語｣としてもっとも注目され、広く使われるようになった PDF

（Portable Document Format）。経済産業大臣により準ＪＩＳ企画ともいうべき標準情報（ＴＲ）として公表され、

日本企画協会からも認定、ISO/IEC でも PDF/X として国際標準化されるなど、世界標準の｢電子の紙｣と 

してますます利用範囲が広がっています。 

 

■FlashPaper とは 

  印刷可能なファイルを Flash ドキュメントである FlashPaper形式(SWF)に変換し、殆どのパソコン環境で閲

覧可能な、先進的な文書形式です。圧縮効果が高く、ファイルの起動が高速なため、Ｗeb ページへの埋

め込みや Web ページからのリンクとしての利用に最適化されています。 
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【企業概要】 

●Macromediaについて（URL: http://www.macromedia.com/jp/） 

  「すべての人に素敵な体験を。」Macromedia, Inc. は、素晴らしいインターネットユーザー体験の創造を

通して、さらにその先のビジネスに貢献します。マクロメディアの製品によって、何百万ものビジネスユーザ

ー、デベロッパー、デザイナーが、インターネット、CD-ROM、DVD-ROM など各種メディア、ワイヤレス環

境、またはデジタル機器上で、生産性を高めながら魅力的かつ印象的なユーザー体験を創出し提供して

います。 

 

●ソースネクスト株式会社について（URL：http://www.sourcenext.com） 

 ソースネクスト株式会社は、パソコンソフトの企画・開発・販売を目的に1996年8月に設立。 

2003年からは、パソコンソフトを日常品にするコモディティ化戦略を展開。「みんなわくわく、パソコンソフト」

をスローガンに、イメージ・キャラクターとして藤原紀香さんを起用。「価格を1,980円に」「販売店を広く」「箱

をスリムに」などの方針で、より多くの人にパソコンソフトの普及を推進し、店舗数は2,000店舗から25,000店

舗に、販売本数は国内第1位になりました。 
 
 
 
■Microsoft Office にプラグイン 

 普段よく使うワードやエクセル、パワーポイントのメニ

ューバーに「FlashPaper」メニューを追加し、1 クリックで

一発変換。素早く FlashPaper や PDF ファイルの作成が

可能。送信用としてメールに添付することができます。 

 

■さまざまな環境で開ける 
  PDF および FlashPaper 形式ファイルは、Windows の

みでなく、Macintosh、Linux でも開くことができ、ファイ

ルのやり取りに大変便利です。 

 

■お使いのソフトで PDF や FlashPaper の作成が可能 

 印刷機能を利用して文書作成を行なうため、印刷機

能を持つソフトウェアであれば、ほぼすべてのソフト※に

対応しています。 

 
※検証済みのソフトは以下の通りです。 
Microsoft Word（2000 / 2002/ 2003）、Microsoft Excel（2000 
/ 2002/ 2003）、Microsoft PowerPoint（2000 / 2002/ 2003）、
一太郎 2004、StarSuite（7 / 7 パーソナルパック）、

Lotus1・2・3、Photoshop CS、Illustrator CS、Paintshop 
Pro 8、Paintgraphic、やりくり上手、ゼンリンデータコム 
デジタル全国地図、ぐるなび全国地図、ラーメン全国地図、

駅探エクスプレス 
 

■ セキュリティ付き PDF 作成機能 

パスワードを設定することで、印刷や閲覧の制限を付けることが可能。 

・閲覧制限 

開く際にパスワードが必要になります。 

・印刷制限 

PDF 文書を印刷できないようにします。 

・修正制限 

PDF を改ざんされないようにできます。 

・コピー＆ペースト制限 

テキスト・画像のコピーを制限して流用を防ぎます。 

 

「いきなり PDF FLASHPAPER」の特徴 
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★起動が速い 

  Flash Player は起動が高速なため、ファイルを開く際にも待つ必要がなく Web 利用にも最適です。 

★Web に貼り付けができる 

  Web ページへの埋め込みや Web ページからのリンクとして使用するために最適化されています。 
★容量が格段に軽い 

  ファイル容量が軽く、圧縮効果の高いファイル形式です。 

 

★FlashPaper の利用方法例 

 Microsoft Office 文書を簡単に FlashPaper 形式や PDF に変換して e-mail で送信 

 機密情報を含むビジネス文書などを素早く安全に保護 

 プラットフォームの違いに関わらず、誰でもアクセスできるファイルの作成 

 オンラインニュースレターやチラシ、各種マーケティング資料の作成 

 

 

 

■製品名： 「いきなり PDF FLASHPAPAPER」 

■発売日：  2004 年 12 月 17 日（金） 

■製品内容：  PDF、FlashPaper 作成ソフト 

■販売チャネル： パソコンショップ、全国家電量販店、書店 

■動作環境： Windows XP/2000 

■開発元：  Macromedia, Inc. 

■販売元： ソースネクスト株式会社 

■コピーライト：  ©2004 Macromedia, Inc. All rights reserved. 

       Copyright © SOURCENEXT CORPORATION 

■製品情報： http://www.sourcenext.com/products/flash_paper/ 
 

 

 

■Windows XP/2000 が正常に動作する環境 

■CD-ROM が使える環境 

■Internet Explorer 5.5 

 

※PDF の閲覧には、Adobe Reader、または Adobe Acrobat Reader が必要です。 

※FlashPaper の閲覧には、Macromedia Flash Player 6 以上が必要です。 

 

 

 

■ソースネクスト・カスタマーセンター 

Tel:03-5350-4844   URL： http://www.sourcenext.com/ 

本製品は web サポート対象製品です。 URL: http://www.sourcenext.com/support/ 

 

 

 

 

 

「いきなり PDF FLASHPAPER」の発売概要 

FlashPaper の特長 

「いきなり PDF FLASHPAPER」の動作環境 

お客様のお問合せ先 
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本件に関する報道関係お問合せ先： 

■マクロメディア株式会社 

広報担当：黒田 

e-mail：pr-j@macromedia.com 

Tel：03-5563-1980（代表） 

 

■ソースネクスト株式会社  

プロデュースグループ プロモーションチーム ：西村 

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

 

 

■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/ 

 

Macromedia、Macromedia ロゴ 、すべての Macromedia 製品名および Macromedia 製品ロゴは Macromedia, 

Inc. の商標または登録商標です。その他の会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。 

素材・プレスリリースなどダウンロード 

本業務提携に関する報道関係者様のお問合せ先 


