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新製品 

パソコンソフト 
携帯電話メモリ編集ソフト 

News Release                                                

報道関係者各位    2005 年 5 月 12 日 

ソースネクスト株式会社 

専用コード経由でauメールの保存ができる 

「携快電話®12」シリーズ 
2005年6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、販売本数No.1*携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話12」シリーズ（標準価格税込み1,980円～

4,980円）を2005年6月3日（金）に発売いたします。 
（*「携快電話」シリーズは5年連続販売本数1位の携帯電話ソフトです。 出典：BCNランキング調べ携帯電話ソフト部門 2000年、

2001年、2002年、2003年、2004年の年次データ） 

 

【製品概要】 

  「携快電話12」シリーズは、携帯電話内のさまざまなデータを専用接続コードでつないで、パソコンに保

存・編集したり、携帯電話に書き戻したりすることのできるソフトです。今回の「携快電話12」シリーズでは、前

バージョン「携快電話11」の主要機能に加えて、 

 

・auメールを専用接続コード経由でバックアップ 

・目的に応じた操作をウィザード形式でナビゲートする、簡単ナビゲーション機能 

・ケータイサウンド作成ツールの搭載 

・ケータイムービー編集ツールのパワーアップ 

・アドレス帳の対応項目追加 

 

などを強化し、さらに便利になりました。 

 

 
 
「携快電話12」を起動すると、自動的に「簡単!ナビ」が表示されます。 

 
<トップ画面>       ＜簡単!ナビ インターフェイス＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「携快電話®12」 インターフェイス画面 

目的に応じて選

択する 
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パソコンソフト 
携帯電話メモリ編集ソフト 

「携快電話®12」 の主な機能と特長 
 
 
■auメールを専用コードでバックアップ【NEW】 
 「携快電話12」では、au公式コンテンツ「想い出メール」経由のeメールバックアップに加え、2005年6月以降

発売の機種※から、コード経由でメールのバックアップができます。 

※対応機種については「携快電話12」の対応機種検索ページでご確認ください。 

 

■簡単！ナビゲーション機能 【NEW】 

 携帯電話内のデータバックアップや機種変更のためのデータ移行をウィザード形式でナビゲートします。パ

ソコン初心者の方でも簡単に操作することができます。 

 
＜簡単！機種変更の操作方法＞ 
ウィザードのステップに従って、操作を行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ケータイサウンド作成ツール搭載 【NEW】 
 「携快電話 ケータイサウンドメーカー」のライト版を搭載。お気に入りの音楽データを携帯電話で再生可能
なファイル形式に変換します。 
※ ファイルを作成する時はインターネットに接続する必要があります。 

 
【ライト版の制限事項】 
1．作成できるファイルは最大30秒まで（製品版は10分） 
2．MP3やWMAなどの一部ファイル形式の入力制限 
3．フェードイン、フェードアウト、低音カットなどの編集           
機能制限 

【対応ファイル】 
入力：3GPP、AMC、3GPP2、AVI、MOV、MP4、WAV 
出力：3GPP、AMC、3GPP2 
 

<ケータイサウンド作成画面> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ケータイムービー編集機能 【POWER UP】 

 携帯電話のカメラで撮影したムービーを編集する機能がさらに拡張されました。変換速度が前バージョンよ

り3～4倍（当社調べ）高速化され、作成したファイルの制限時間が最大15分まで延長（前作では2分）。編集項目も

エフェクト、トランジション、フレーム、音声変更が6種類追加になりました。 

※ファイルを作成する時はインターネットに接続する必要があります。 

①携帯電話へ

移動したいファ

イルを選択 

③変換したい

部分を選択 

②携帯電話の

機種を選択 

④作成 
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パソコンソフト 
携帯電話メモリ編集ソフト 

■メモリダイヤル編集 【POWER UP】 

 携帯電話のメモリダイヤル（アドレス帳）をパソコンに読み込んで保存したり、パソコンで作成・編集したアドレ

ス帳を携帯電話に書き込むことができます。誕生日や血液型など、対応項目がさらに増えました。 
●au  住所アイコン、星座、血液型、趣味 
●FOMA  会社名、役職名、誕生日（項目自体は既存） 
 

■データクリア機能 

 アドレス帳に登録された名前などのデータを、携帯電話を手放す前にまとめて削除できます。大切な個人

情報を自分で守ることができるため、他人に悪用される心配がありません。 
※ 機種により、クリアできる項目および方法が異なります。 

 
■カメラ画像編集機能  
携帯電話のカメラで撮影した画像を自在に保存・編集できるツールを搭載。カメラ画像を飾ってシールにした

り、編集したりした画像を携帯電話へ書き戻すこともできます。 
※対応メモリカード： メモリースティック、SDメモリ 

※対応シール用紙： A-one、HISAGO、ELECOM、ナナクリエイト 

 

■着信ボイス作成ツール 

お気に入りのアーティストの歌声を簡単に着信ボイスに変換することができます。操作は簡単。CD をドライ 

ブに挿入し、曲を選び、着信に設定したい曲の範囲をマウスで指定するだけで、それぞれの携帯電話の機種 

に合ったデータ形式に変換します。 
※ コピープロテクトがかかっている音楽 CD および MP3 ファイルには対応していません。 

 
■簡単お知らせ機能  
 用意された定型文を打ち換えて、アドレス帳から選ぶだけでパソコンから1
度にメールを送れます。電話番号、アドレス変更を簡単に知らせたいときや、

グループメールとしても大変便利です。 
 
■データ・マージ機能 

複数のアドレス帳・メール・スケジュールデータをダブリやモレなく、１つのデータにまとめることができます。
会社と個人の異なる携帯電話データを統合する時などに便利です。 
 

■ケータイメール編集  

携帯電話のメールはメモリの容量を超えると古いものから消えてしまいます。消したくない大切なメールは

パソコンで保存。読み込んだメールをパソコンの大きな画面で確認しながら編集することもできます。また、メ

ール本文のプレビュー表示も可能。 

【対応メール】 

DoCoMo  ：i-modeメール 

au  ：eメール 

Vodafone  ：スカイメール、ロングメール（写メール） 

 

■スケジュール保存・編集機能 

「携快電話 12」で月間予定表を作り、携帯電話へ簡単に書き込むことができます。もちろん、携帯電話で追

加した予定の取り込みや編集も１クリックで可能。携帯電話を PDA のように使うことができます。 

 

■着信メロディ 
 お気に入りの音楽ファイルを簡単に着信音メロディに変換。専用ツールで音符を入力してオリジナルメロデ
ィも作れます。また音声ファイルも着信ボイスとして登録可能。 
 
【対応音楽ファイル形式】 
・MIDI 
・WAVE（着信ボイス） 
※作成した着信メロディの携帯電話への書き込みは、インターネット経由となります。 
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パソコンソフト 
携帯電話メモリ編集ソフト 

「携快電話®12」発売概要 

「携快電話®12」動作環境 

■地図表示機能 
「ゼンリンデータコム デジタル全国地図」と連携。アドレス帳に登録された住所から、１クリックで周辺地図

を表示できます。 
※この機能をご利用になる場合は、「ゼンリンデータコム デジタル全国地図」1,980円（税込）が必要です。 

 
■ブックマーク編集機能 

携帯電話でのURLの入力はとても面倒。パソコンなら快適に入力でき、携帯電話の買い替えや紛失などの

際にも、わざわざ入力し直す必要がありません。 
 
■暗証番号解析 

人に見られないようにと設定した暗証番号を忘れてしまったら…。そんなときも、「携快電話 12」があれば安

心です。あなたの暗証番号を解析して教えてくれます。（FOMA、au の携帯電話には非対応です） 

 

■インターシンク機能 

「携快電話 12」で年賀状やメールソフトの住所録を取り込んで、パソコンから簡単に携帯電話のメモリダイ

ヤル（アドレス帳）に転用できます。 

【対応アプリケーション】 

●筆まめ Ver.12/Ver.13 

●筆王 2001/2002/2003/2004  

●宛名職人 2001/2002/2003/2004/2005 

●Outlook 2000/2002/2003  

●Outlook Express 5.0 以降  

 

●CSV ファイル対応 

●サイボウズ Office4  

●Palm HotSync 1.2 以降  

●PocketPC ActiveSync 3.0 以降 対応

 

■1 クリック自動アップデート 
携帯電話ソフトは、携帯電話の機種に対応していなければ使えません。「携快電話12」はインターネットに

接続している状態でソフトを起動すると、自動的に新機種対応ファイルや新機能データの有無を確認し、更
新ファイルがあった場合、1クリックでダウンロード、自動でインストールを行ないます。 
 
■オールキャリア対応USBコード・シリアルコード 

「携快電話12」のUSBコードおよびシリアルコードは、DoCoMo・au・Vodafone・TU-KAの4キャリアに対応し

ており、機種交換時やご家族で使われる際など、新たにコードを買い足す必要がありません。※ 

また、専用の充電器がなくても、「USB充電コード」で携帯電話をパソコンに接続して、携帯電話の充電が可

能です。※FOMA、VGSにはFOMA専用USBコードがあります。 

 
 
■製品ラインアップ 
▼スリムパッケージ 
携快電話12 USBコード付き     2,829円（税抜） 2,970円（税込） 

携快電話12 USB充電コード付き    3,781円（税抜） 3,970円（税込） 

携快電話12 USBコード・メモリカードリーダー付き  4,743円（税抜） 4,980円（税込） 

携快電話12 FOMA USBコード付き                  1,886円（税抜） 1,980円（税込） 

携快電話12 FOMA USB充電コード付き     3,781円（税抜） 3,970円（税込） 

携快電話12 アップグレード版                     1,886円（税抜） 1,980円（税込） 

携快電話12 全キャリア対応USBコード付き              3,781円（税抜） 3,970円（税込） 

携快電話12 全キャリア対応USB充電コード付き   4,743円（税抜） 4,980円（税込） 
携快電話12 シリアルコード付き    2,829円（税抜） 2,970円（税込） 

※本シリーズ発売に伴い、「携快電話11」シリーズは販売終了となります。 
 
 
■発売日    ：2005年6月3日（金） 
■対応OS     ：Windows XP*/Me/98/98SE/2000 Professional* 

     *Administrator権限でご使用ください。 
■製品内容    ：携帯電話メモリ編集ソフト 
■販売元    ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報    ：http://www.sourcenext.com/products/kei12/ 
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「携快電話®12」コピーライト表記について 

■メーカーサポートのDOS/V機 
■インターネットが使える環境  

（アップデート*、対応状況確認、ケータイムービー編集、ケータイサウンド作成の際に必要） 
※オンラインアップデートはプロキシ環境には対応しておりません。 

■Internet Explorer 5.5 以上 
■推奨動作環境 

・CPU: Pentium 300MHz以上 
・メモリ: 64MB以上(128MB以上推奨) 

■ムービー編集ツール使用時 
 ・CPU: PentiumⅢ600MHｚ以上 
 ・メモリ：128MB以上 
■インストールに必要な条件 

・ハードディスクの空き容量： 80MB以上 
・CD-ROM読み込める環境 
 

 

■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。  
Copyright© SOURCENEXT CORPORATION 

Copyright©2002-2005 WAC.com Inc. 

Copyright©2000-2005 JWord Inc. 
 
 

■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  

（ご購入後は、URLからのeメールによるお問合せのみ対応いたします。） 

 

 

■担当：プロデュースグループ 広報チーム 西村 絵理奈 

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。 

 

 
 
■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/ 

お客様お問合せ先 

この製品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 


