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2005年1月13日
ソースネクスト株式会社

シリーズ販売本数第1位※の百科事典ソフト

「New 百科事典マイペディア（2004 年７月編集）」
「New 百科事典マイペディア マルチメディア図鑑 Navi 付き（2004 年７月編集）」
2005 年 1 月 21 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、便利な百科事典ソフト「New 百科事典マイペディア」（税込価格 1,980 円）「New 百科事
典マイペディア マルチメディア図鑑 Navi 付き」（税込価格 2,970 円）を 2005 年 1 月 21 日（金）に発売い
たします。
百科事典ソフト「New 百科事典マイペディア」は、カシオ計算機株式会社をはじめ４社の人気の電子辞
書に標準搭載されている小百科事典「マイペディア」を収録し、発売初月から BCN 教育学習部門 No.1 を
記録した「百科事典マイペディア」の最新版です。2005 年発売予定の電子辞書に標準搭載される最新版
の「百科事典マイペディア」が、一足早くパソコンで使えます。2 通りの検索方法で調べたい情報と関連項
目リストを瞬時に表示。確かな知識が体系的に検索できます。もちろん今回も、便利な「デジタル地図帳」
付きです。
さらに「New 百科事典マイペディア マルチメディア図鑑 Navi 付き」は、子供から大人まで楽しめるマル
チメディア図鑑Ｎａｖｉが１年間使い放題。マイペディアからのリンクで、「昆虫」「植物」「魚類」「爬虫類両生
類」「鳥類」「哺乳類」の全６ジャンル（生き物総数:約 3,600 種）の図鑑を収録。画像や音声はもちろん、形、
色、エサ、環境などの多様な検索で図鑑を満喫できます。
※BCN ランキング調べ キョウイクガクシュウ部門（2004 年 6 月〜8 月）

「New 百科事典マイペディア」シリーズの特長

関連項目を
1 クリックで表示

項目名検索全文
検索もできる
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＜NEW＞■収録項目数は約 65,200 項目
構造改革や市町村合併、ユビキタスなどの話題事項などの約 100 項目を新たに追加しました。
＜NEW＞■人口・企業データなどを改訂
都市人口や企業売上データなど、約 5,800 項目が改訂されました。
■調べたい情報を瞬間表示
調べたい情報と関連項目リストが、項目名検索・全文検索、2 通りの方法ですぐに表示されます。確かな知
識が体系的に検索することができます。
■丸ごとインストールでいつでも検索
◇総項目数：約 65,200 項目 ◇総文字数：約 700 万字 ◇図・式：約 320 点
丸ごとパソコンにインストールして、お好きなときにいつでもすぐに調べることができます。
■調べたい項目だけを編集できる
「ブックマーク」機能で、オリジナル事典を作れま
す。
■データのコピーや印刷も可能
調べたデータはコピーや印刷ができます。
■デジタル地図帳付き
世界地図（154 図に約 18,000 地名）日本地図（128
図に約 17,000 地名）も含めたデジタル地図帳付き。
地図から関連項目を検索できます。もちろん、地図
の印刷も可能です。
■ 「New 百科事典マイペディア マルチメディア図鑑 Navi 付き」なら、
写真や鳴き声などの音声も収録しているマルチメディア図鑑Ｎａｖｉ6
冊分が付いています。
１年間使い放題の「New 百科事典マイペディア マルチメディア図鑑
Navi 付き」は形態ナビや直感ナビなど、豊富な検索機能で、お子様
でも簡単に使えます。（マルチメディア図鑑Ｎａｖｉを使用するにはイン
ターネットへの接続が必要です）
◇生き物総数：約 3,600 種
◇解説項目：450 項目
●植物 ●昆虫 ●魚類 ●爬虫類・両生類 ●鳥類 ●哺乳類
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「New 百科事典マイペディア」シリーズの発売概要
■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■編集・制作
■編集協力
■販売
■コピーライト
■製品情報

：「New 百科事典マイペディア（2004年７月編集）」
：1,980円（税込）
：2005年1月21日（金）
：百科事典ソフト
：株式会社日立システムアンドサービス
：株式会社 平凡社、株式会社 平凡社地図出版
：ソースネクスト株式会社
：All Rights Reserved.Copyright (C) 2005,Hitachi Systems & Services,Ltd.
：http://www.sourcenext.com/products/mypedia/

■製品名
■価格
■発売日
■製品内容
■編集・制作
■編集協力
■図鑑編集・制作
■販売
■コピーライト

：「New 百科事典マイペディア マルチメディア図鑑Navi付き（2004年７月編集）」
：2,970円（税込）
：2005年1月21日（金）
：百科事典ソフト
：株式会社日立システムアンドサービス
：株式会社 平凡社、株式会社 平凡社地図出版
：株式会社 アストロアーツ
：ソースネクスト株式会社
：New 百科事典マイペディア
All Rights Reserved.Copyright (C) 2005,Hitachi Systems & Services,Ltd.
：マルチメディア図鑑Ｎａｖｉ
(C) 2005,AstroArts Inc.all rights reserved
： http://www.sourcenext.com/products/mypedia/

■製品情報

「New 百科事典マイペディア」シリーズの動作環境
■メーカーサポートの DOS/V 機
■Windows XP / 2000 / Me / 98 / 98SE が正常に動作している環境
■インターネット環境
■CD-ROM が使える環境
■Internet Explorer ６．０SP1 以上
●「New 百科事典マイペディア」は 2004 年 7 月、デジタル地図帳は 2004 年 4 月に編集・制作したもので
す。調査のタイミングやその後の法制変更・情勢変化などによって、収録内容の一部が最新ではない場合
があります。
●製品内の「マルチメディア図鑑 Navi」は、１年間有効のインターネット・ソフトです。次年度以降の継続手
続き（継続料：年額 1,980 円（税込）2005 年 1 月現在）もインターネットで簡単にできます。「New 百科事典
マイペディア」は次年度以降も無料で使えます。
●製品内の「マルチメディア図鑑 Navi」には、動画は収録されていません。

お客様お問合せ先
■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/
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本製品に関する報道関係者様のお問合せ先
■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：03-5786-7210
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CD-ROMなど必要でしたらご連絡ください。

西村 絵理奈

素材・プレスリリースなどダウンロード
■パッケージや画面などは、PRESS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/
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