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新製品 

パソコンソフト 

教育ソフト 
News Release 

報道関係者各位          2006年3月1日 

          ソースネクスト株式会社 

ドラえもんやサンリオの仲間たちと遊びながら学べる 

「たのしくまなぶシリーズ」 

2006 年 3 月 17 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、株式会社サイバーフロント（本社：東京都品川区大井 4-6-1 サクラビル 4Ｆ 代表取締役

社長：藤原三二）の教育ソフト「たのしくまなぶシリーズ」4 製品（税込各 1,980 円）を 2006 年 3 月 17 日（金）

に発売いたします。 
 
【製品概要】 

「たのしくまなぶシリーズ」は、「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのびたのまちなかドキドキた
んけん！」「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのびたとひみつどうぐをみつけよう！」「たのしくま
なぶシリーズ ぱそピコ あいとゆめのくにサンリオピューロランドあそびながらおぼえよう！ひらがな カタカ
ナ」「たのしくまなぶシリーズ つくってあそぼ」の4製品です。 

これらの製品は、ゲームを楽しみながら学ぶことができる教育ソフトです。簡単操作で音声ガイド付きな
ので、パソコンに慣れていない小さなお子様も楽しめます。 
 
 
 
「たのしくまなぶシリーズ ドラえもんのびたのまちなかドキドキたんけん！」は、ゲームを通してお子様に身
のまわりの様子やパソコンについて興味を抱かせることができるソフトです。 
 
■11種類のゲームでパソコンを始めよう！ 

どうろ ショベルゲーム 

  火の玉ゲーム 

  ドラやきゲーム 

こうえん ゴーカートゲーム 

  あしあとゲーム 

  アスレチックゲーム 

えき すごろくゲーム 

                 電車ゲーム 

のびたくんのへや スモールライトゲーム 

  どこでもドアゲーム 

  きびだんごゲーム 

 
■音の出るお絵かき 

お絵かきしたものはスクリーンセーバーにできます。 

 

 

 

 

 

■成績次第で最後のゲームが登場！ 

 11 種類のゲームで、5 つ以上「やったね！」を出すと、 

メニュー画面にネコが出現。ネコをクリックすると、ネコを捕まえるゲームが始まります。 

 
 
 
 
 

「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのびたのまちなかドキドキたんけん！」の特長 

どうろ のびたくんのへや 
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「たのしくまなぶシリーズ ドラえもんのびたとひみつどうぐをみつけよう！」は、ゲームを楽しみながら、

季節の変化やさまざまな生き物の名称・なき声や、しょく物について学ぶことができるソフトです。 

■8 種類のゲームで生き物やしょく物のことを知ろう！ 

のびたくんのへや スリルブーメランゲーム  

  のびたくんゲーム 

だいどころ せんすいかんゲーム 

  しずかちゃんゲーム 

うちのにわ ちちゅうレンズゲーム 

  スネ夫ゲーム 

うらやま なきごえゲーム 

  ジャイアンゲーム 

 

■音の出るお絵かき 

 えんぴつやスプレー、スタンプなどを使って自由に絵やお手がみをかくことができます。 

 

■スクリーンセーバーつき 

のびたくんの部屋や公園で、いろいろなジャイアンリサイタルのスクリーンセーバーが見られます。 

 
 

■ドラえもんがなくした道具を集めると、最後のゲームが登場！ 

キャラクターが出す問題に○か×で答えるゲームです。 

 
 
 
 
「たのしくまなぶシリーズ あそびながらおぼえよう！ひらがな カタカナ」は、「ハローキティ」をはじめとする
おなじみのサンリオキャラクターたちと、楽しくひらがな・カタカナを覚えるソフトです。書き方を練習したり、
キャラクターの似顔絵を練習するコーナーもあります。 
 
■8種類のゲームで、ひらがな・カタカナの練習 

ピューロビレッジ かがみゲーム 

  ふうせんゲーム 

チックタックキャッスル ダンジョンゲーム 

  クッキーゲーム 

フェアリーランドシアター ブロックゲーム  

  ムシくいゲーム 

ミニファクトリー アイスクリームゲーム 

  ジューサーゲーム 

 
■音の出るお絵かきでオリジナルのスクリーンセーバーが作れます。 

 

 

「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのびたとひみつどうぐをみつけよう！」の特長 

「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ あいとゆめのくにサンリオピューロランドあそびながらおぼえよう！ひらがな カタカナ」の特長 

ピューロビレッジ         ミニファクトリー 

うらやま のびたくんのへや 
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■ひらがな・カタカナの書き方を覚えよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                       
 
「たのしくまなぶシリーズ つくってあそぼ」は、NHK教育テレビで放送中※の「つくってあそぼ」のキャラクタ
ーと一緒に工作やお絵かきができる教育ソフトです。                      ※2006年1月現在 
 
■8つのゲームであそぶ 

ビュンビュンつばめ スイスイおさかなさん 

はたらくのりもの トコトコレース 

かいじゅうおおずもう パッチンロケット 

しんぶんしけんだま ゴロネちゃんの着せかえ 

 
                                          

かいじゅうおおずもう     しんぶんしけんだま 
 
■つくって！工作                      ■つくって！ぬりえ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
■つくって！カード                     ■つくって！お絵かき 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

「たのしくまなぶシリーズ つくってあそぼ」の特長 

好きな絵をえらんで、ぬり絵ができます。 

パソコン上でペイントしても、プリントアウトして 

色えんぴつやクレヨンで塗っても遊べます。 

 

ゲームはプリントアウトすると工作の型紙に 

なります。作り方もいっしょにプリントアウトできる 

ので、工作がにがてなお子様でも安心です。 

 

おたんじょう日やクリスマスに贈るお手紙を作ること

ができます。メッセージや背景、かざり付けなどを自

由に選んで配置できます。 

「えんぴつ」、「クレヨン」、「ふで」などのツールを使って、自

由に絵を描いたり、色を塗ったりすることができます。描いた

絵は保存できます。 

ひらがな・カタカナの書き方を練習

することができます。 

キティやバットばつ丸など、キャラ

クターのにがお絵を練習することも

できます。 

 

お手本をよく見て、うすい線の上

をなぞりながら練習します。 
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■製品名      ：「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのびたのまちなかドキドキたんけん！」 
■価格  ：1,980円（税込） 
■発売日 ：2006年3月17日（金） 
■製品内容 ：教育ソフト 
■許諾        ：株式会社セガトイズ 
■発売        ：株式会社サイバーフロント 
■販売        ：ソースネクスト株式会社 
■コピーライト    ：©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ  

©2005 SEGA TOYS 
■製品情報     ：http://www.sourcenext.com/products/tanoshiku/dora.html 
 
 
■製品名      ：「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのびたとひみつどうぐをみつけよう！」 
■価格  ：1,980円（税込） 
■発売日 ：2006年3月17日（金） 
■製品内容 ：教育ソフト 
■許諾        ：株式会社セガトイズ 
■発売    ：株式会社サイバーフロント 
■販売          ：ソースネクスト株式会社 
■コピーライト    : ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ  

©2005 SEGA TOYS 
■製品情報      : http://www.sourcenext.com/products/tanoshiku/dora2.html 
 
 
 
■製品名        ：「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ あいとゆめのくにサンリオピューロランド 

あそびながらおぼえよう！ひらがな カタカナ」 
■価格  ：1,980円（税込） 
■発売日 ：2006年3月17日（金） 
■製品内容 ：教育ソフト  
■著作        ：株式会社サンリオ 
■製造元      ：株式会社セガトイズ 
■発売元      ：ソースネクスト株式会社 
■FOR SALE IN JAPAN ONLY 
■販売地域：日本限定 
■コピーライト 

© 1976,1984,1985,1986,1988,1989,1990,1993,1998,2006 SANRIO CO.,LTD TOKYO,JAPANⓁ 
© 2005 SEGA TOYS 

■製品情報    ：http://www.sourcenext.com/products/tanoshiku/sanrio.html                
 
 
 
■製品名      ：「たのしくまなぶシリーズ つくってあそぼ」     
■価格  ：1,980円（税込） 
■発売日 ：2006年3月17日（金） 
■製品内容 ：教育ソフト 
■企画        ：財団法人 ＮＨＫ サービスセンター 
■制作・発売    ：株式会社ＭＭＧ 
■発売        ：株式会社サイバーフロント 
■販売        ：ソースネクスト株式会社  
■コピーライト    ：© ヒダ・オサム 
■製品情報     ：http://www.sourcenext.com/products/tanoshiku/tsuku.html  
 
 
 
 

「たのしくまなぶシリーズ」の発売概要 
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「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもん 
のびたのまちなかドキドキたんけん！」 
■対応OS：Windows XP/2000/Me/98/98SE 
■CPU: Pentium 133MHz以上 
■メモリ：16MB以上（32MB以上推奨） 
■DirectSound対応のサウンドカード 
■DirectX9.0以上 
■モニタ：800×600、 65536色（16ビット）以上 
■2倍速以上のCD-ROMドライブ（4倍速以上推奨） 
■インストール容量：約2MB 
 
「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ ドラえもんのび
たとひみつどうぐをみつけよう！」 
■対応OS：Windows XP/2000/Me/98/98SE 
■CPU: Pentium 133MHz以上（200 MHz以上推奨） 
■メモリ：32MB以上（48MB以上推奨） 
■モニタ：640×480、 High Color（16ビット）以上 
■2倍速以上のCD-ROMドライブ（6倍速以上推奨） 
■インストール容量：約3MB 
 
 
 
  
 
■ソースネクスト・カスタマーセンター 
 ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844     URL：http://www.sourcenext.com/ 
本製品のテクニカルサポートは株式会社サイバーフロント、製品不良（CD-ROMの破損、傷など）に 
関するサポートはソースネクスト株式会社が担当いたします。ソースネクストの「安心サービス」の対象製品
ではありません。 
  
 
■担当：プロデュースグループ 広報チーム  岡田 真季 
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://www.sourcenext.info/sp/ 

本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 

「たのしくまなぶ」シリーズの動作環境 

お客様お問合せ先 

「たのしくまなぶシリーズ ぱそピコ  
あいとゆめのくにサンリオピューロランドあそびながら
おぼえよう！ひらがな カタカナ」 
■対応OS：Windows XP/2000/Me/98SE 
■CPU: Pentium 90MHz以上（Pentium 133MHz以上
推奨） 
■メモリ：16MB以上（32MB以上推奨） 
■モニタ：640×480、 256色以上 
■2倍速以上のCD-ROMドライブ（4倍速以上推奨） 
■インストール容量：約4MB 
 
「たのしくまなぶシリーズ つくってあそぼ」 
■対応OS：っｃWindows XP/2000/Me/98SE 
■CPU: Pentium 400MHz以上（Pentium 800MHz以
上推奨） 
■メモリ：64MB以上（128MB以上推奨） 
■モニタ：800×600、 High Color以上 
■CD-ROMドライブ：4倍速以上 
■DirectX8.1以上 
■ビデオカード：8MB以上（16MB以上推奨） 
■DirectX8.1以上対応のサウンドカード 
■インストール容量：約300MB 
 
 


