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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2月16日 

          ソースネクスト株式会社 

 

ディズニーのベストセラーパソコンソフト 21 タイトルが 

ソースネクスト｢Quality イチキュッパ｣シリーズに登場！ 
200６年 3 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、Buena Vista Games Inc. （米国カリフォルニア州 代表者：グラハム・ホッパー）がライセ

ンス供与しているディズニーのパソコンソフト 2１製品をソースネクスト｢Quality イチキュッパ｣シリーズとして

1,980 円（税込）で 2006 年 3 月 3 日（金）に発売いたします。 

全国の家電量販店、書店（児童書コーナー）GMS、ホームセンターなどにおいて「ディズニー
のパソコンソフトコーナー」を展開します。 
 

 

「プーさんのはじめての ABC」 （対象年齢：3 歳以上） 

100 エーカーの森で、アルファベットや単語、発音など英語の基礎を幅広く学べるソフトです。

プーさんと仲間たちといっしょに楽しみながら学習できます。 

・主な学習内容：アルファベット、単語、文の組み立て、発音、歌 

・レッスン数：７種類 

■対応 OS  :Windows 98/98SE/Me/XP 

         Macintosh 8.6～10.4 (Classic 環境のみ対応) 

■コピーライト: © Disney 

Based on the“Winnie the Pooh”works, by A.A. Milne and E.H. Shepard 

■製品情報: http://www.sourcenext.com/products/disney/study_p_abc.html 

 

「プーさんの森の幼稚園」 （対象年齢：3 歳以上） ※日⇔英 

森の仲間たちを手伝うストーリーに沿って、英語や数字、判断力を自然に身につけられます。

日本語モード、英語モードでネイティブの英語を聞き取る練習もできます。 

プーさんと仲間たちといっしょに楽しみながら学習できます。 

・主な学習内容：色・形・音の識別、数の数え方、英語、判断力・創造力 

・レッスン数：8 種類（各 3 段階のレベル設定あり） 

■対応 OS : Windows 98/98SE/Me/XP 

        Macintosh 8.6～9 

■コピーライト: © Disney 

Based on the“Winnie the Pooh”works, by A.A. Milne and E.H. Shepard 

■製品情報: http://www.sourcenext.com/products/disney/study_p_kg.html 

 

「ミッキーのみんなの幼稚園」 （対象年齢：3 歳以上） ※日⇔英 

ゲームを通して、数やアルファベットの認識、音や色の認識、判断力や想像力など 

自ら考える力を育てるソフトです。日本語・英語 2 カ国語での表示とナレーションで 

読む力と聞く力が身につきます。 

・主な学習内容：色・形・音の識別、数と大きさ、英語、言葉の理解、判断力・創造力、記憶力 

・レッスン数：6 種類 

■対応 OS  : Windows 98/98SE/Me/XP 

: Macintosh 8.6～9 

■コピーライト：© Disney 

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/disney/study_m_kg.html 

製品一覧 
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「ザ・ブック・オブ・プー だいじなともだち」 （対象年齢：3 歳以上） 

100 エーカーの森で繰り広げられるゲームで、アルファベットや数字に親しみながら、聞き

取る力や見ぬく力、考えて判断する力などを学ぶことができます。 

・主な学習内容：マウス操作、形・数・パターンの識別、・言葉・アルファベットの理解、 

          物語の理解、思考力、創造力、生活・マナー 

・レッスン数：5 種類 

■対応 OS  ：Windows 98/98SE/Me/XP 

         ：Macintosh 8.6～10.4 (Classic 環境で動作可能) 

■コピーライト：© Disney 

Based on the“Winnie the Pooh”works, by A.A. Milne and E.H. Shepard 

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/disney/itraining_p_book.html 

 

 

「ピグレットが大かつやく」 （対象年齢：3 歳以上） ※日⇔英 

「大きなナベいっぱいのスープ」を作るためにお手伝いをするストーリーに沿って思考力、

創造力をはぐくむソフトです。さまざまなゲームに挑戦します。  

・主な学習内容：数の数え方、アルファベットの順番、思考力、創造力、ぬりえ、パズル 

・レッスン数：10 

■対応 OS  ：Windows 98/98SE/Me/XP  

■コピーライト：© Disney 

Based on the“Winnie the Pooh”works, by A.A. Milne and E.H. Shepard 

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/disney/itraining_piglet.html 

 

 

「101 匹わんちゃん アニメーション・ストーリーブック」 （対象年齢：3 歳以上） 

遊びながら自分で物語を進めることができる体験型絵本ソフトです。4 つのゲームと一緒に

歌える英語の歌を収録。自分のペースで読み進めたり、自動ナレーションで物語を聞くこと

で読む力と聞く力が自然に身につきます。 

・主な学習内容：言葉の理解、物語の理解、思考力、英語の歌 

・レッスン数：4 種類（難易度が変えられます） 

■対応 OS  ：Windows 98/98SE/Me/XP 

         ：Macintosh 8.6～10.4 (Classic 環境で動作可能) 

■コピーライト：© Disney  

■製品情報  : http://www.sourcenext.com/products/disney/pbook_101_story.html 

 

 

「プーさんとはちみつ アニメーション・ストーリーブック」（対象年齢：3 歳以上）※日⇔英 

遊びながら自分で物語を進めることができる体験型ソフト。4 つのゲームと一緒に歌える歌を

収録。1 クリックで簡単に切り替え可能な日本語、英語 2 カ国語での表示とナレーションで、

読む力と聞く力が身につきます。 

・主な学習内容：言葉の理解、物語の理解、思考力、歌 

・レッスン数：4 種類のゲーム ・収録曲 5 曲 

■対応 OS   : Windows 98/98SE/Me/XP 

            : Macintosh 8.6～10.4（Classic 環境で動作可能） 

■コピーライト: © Disney 

Based on the“Winnie the Pooh”works, by A.A. Milne and E.H. Shepard 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/pbook_pooh_story.html 
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「プーさんの森の学校」 （対象年齢：5 歳以上） ※日⇔英 

100 エーカーの森でのイベントに参加することで、英語や数字、判断力などを身につける

ソフトです。 

日本語モードと英語モードを収録しているのでネイティブの英語を聞き取る練習もできま

す。 

・主な学習内容：色・形の識別、数の数え方、たし算・ひき算、問題解決力、 

英語（アルファベット、単語、表現）、判断力・想像力、音楽（作曲） 

・レッスン数：8 種類（各ゲーム 3 段階のレベル設定が可能） 

■対応 OS   :Windows 98/98SE/Me/XP 

            :Macintosh 8.6～9 

■コピーライト:© Disney 

Based on the“Winnie the Pooh”works, by A.A. Milne and E.H. Shepard 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/study_p_school.html 

 

「ミッキーのみんなの学校」 （対象年齢：5 歳以上） ※日⇔英 

さまざまなイベントを通して、時計の読み方から基礎的な算数や英語、思考力や判断力な

ど、小学校で必要とされる基礎学力を身につけるソフトです。日本語・英語 2 カ国語での

表示とナレーションで読む力と聞く力が身につきます。 

・主な学習内容：色・形の識別、英語（アルファベット、英文の作成）、時計の読み方、 

          数の数え方、観察力、たし算、判断力、創造力、論理的思考 

・レッスン数  ：7 種類 

■対応 OS   : Windows 98/98SE/Me/XP 

         : Macintosh 8.6～MacOS9 

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/study_m_school.html 

 

「ミッキーの魔法のお絵かき」 （対象年齢：5 歳以上） 

作った絵が動き出すなど、自由に遊べるパソコン用お絵かきソフトです。楽しみながら創

造力と感受性を育てることができます。また動くミッキーと仲間たちをレイアウトして物語を

作ることもできます。 

・主な学習内容：ぬりえ、想像力 

■対応 OS   :Windows 98/98SE/Me/XP  

         ：Macintosh 8.6～MacOS10.4 

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 :http://www.sourcenext.com/products/disney/pbook_mickey_magic.html 

 

 

「リトル・マーメイド おはなしスタジオ」 （対象年齢：5 歳以上） 

「リトル・マーメイド」の物語を楽しみながら、言葉の意味を覚えたり、海の中の生き物につい

て調ベたり、ゲームをすることができる、体験型絵本ソフトです。さらに絵と文章を組み合わ

せて、オリジナルの絵本を作成することもできます。 

・主な学習内容：言葉の理解、物語の理解、思考力、創造力、海の生物の知識、英語の歌 

・レッスン数：6 種類 

■対応 OS  ：Windows 98/98SE/Me/XP 

         ：Macintosh 8.6～MacOS10.4(Classic 環境で動作可能) 

■コピーライト：© Disney 

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/disney/pbook_lmermaid_studio.html 
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「モンスターズ・インク モンスター養成学校」 （対象年齢：5 歳以上） 

「モンスターズ・インク」の新入社員として、メールの仕分け、お昼ご飯の用意などの仕事をし

ながら、判断力やマウス操作などのさまざまな能力や知識を楽しみながら身につけることがで

きます。 

・主な学習内容：マウス操作、キー操作、色や形の判断、数や量の概念、 

ものの組み合わせ、世界の地理、記憶力 

・レッスン数：10 種類（各ゲームのレベルは 30 段階） 

■対応 OS  ：Windows 98/98SE/Me/XP 

         ：Macintosh 8.6～MacOS10.4（Classic 環境で動作可能） 

■コピーライト：© Disney/ Pixar  

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/disney/itraining_monster_school.html 

 

 

「リロ&スティッチ  南の島にエイリアンがやってきた!」 （対象年齢：5 歳以上） 

映画のストーリーに沿って、ハワイアンミュージックを聞きながらゲームを楽しんでいただけま

す。その中で判断力やマウス操作などを養うことができます。 

・主な学習内容：想像力、思考力、推理力、マウス操作、判断力 

・レッスン数：９種類     

■対応 OS   :Windows 98/98SE/Me/XP 

         ：Macintosh 8.6～MacOS10.4 

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/itraining_ls.html 

 

 

「ミッキーのひみつのカギをみつけだせ!」 （対象年齢：6 歳以上） ※日⇔英 

ゴーストの住む家に閉じ込められたミッキーたちと一緒にひみつのカギを探しだすゲームの中

で、幅広い能力を伸ばすソフトです。日本語、英語の 2 カ国語が収録されており、ネイティブの

発音で自然に英語力を身につけることもできます。 

・主な学習内容：たし算・ひき算（2 桁まで）、形の識別、創造力、空間的な認識力 

          論理的思考力、英語（アルファベット・英単語）、音楽（楽譜・音階） 

・レッスン数：6 種類（各 3 段階のレベル設定あり） 

■対応 OS   :Windows 98/98SE/Me/XP 

         ：Macintosh 8.6～MacOS10.4(Classic 環境で動作可能) 

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/disney/study_m_key.html 

 
 

「バズ・ライトイヤー 作戦を実行せよ!」 （対象年齢：6 歳以上） 

バズのキャラクターたちと一緒に、足し算・引き算などの小学生で学習する算数の基礎や、地理

などの 8 種類のゲームを解きながら、基礎学力を身につけることができます。 

・主な学習内容：マウス操作、矢印キーの操作、色や形、１～100 までの数え方、数字の並び方 

          3 桁までのたし算・ひき算、かけ算（九九）、分数、物語の理解、世界の地理 

・レッスン数：8 種類 

■対応 OS  :Windows 98/98SE/Me/XP 

            :Macintosh 8.6～MacOS10.4(Classic 環境で動作可能) 

■コピーライト: © Disney/Pixar 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/study_buzz.html 
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「ティンカー・ベルと宝さがし」 （対象年齢：6 歳以上） 

5 つの場所を回って、宝の地図を手に入れるため、時間制限付きのゲームや対戦ゲームなど

に挑戦して、マウス操作や想像力、判断力などが身につけられます。 

・主な学習内容：色・形の識別、音の識別、判断力・創造力、マウス操作、キー操作 

・レッスン数：16 種類 

■対応 OS  :Windows 98/98SE/Me/XP 

           :Macintosh 8.6～MacOS10.4  

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/itraining_bell.html 

 

「アラジン 18 のなぞ迷宮」 （対象年齢：6 歳以上） 

アラジンを救出するために 18 のゲームに挑戦しながら、算数の基礎を学ぶソフトです。 

・主な学習内容：形の区分・分類、たし算・ひき算・かけ算・わり算、図形認識、 

          論理的思考力、数の法則 

・レッスン数：18 種類（各 3 段階の難易度設定、ヒント付き） 

■対応 OS   :Windows 98/98SE/Me/XP 

            :Macintosh 8.6～MacOS9(Classic 環境で動作可能) 

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/study_aladdin18.html 

 

「ディズニープリンセス プリントジュエリー 夢見る時を」  

ディズニーの女性キャラクター（シンデレラ、白雪姫、アリエル、ジャスミン、ベル、オーロラ姫）

が入った画像で、カレンダー・シールなどを作成しプリンタで出力できます。 

・作成例：ネームシール、フォトシール、宛名ラベル、アイロンプリント、名刺、カレンダーなど 

・収録素材数：約 200 点 

■対応 OS  :Windows 98/98SE/Me/2000/XP 

           :Macintosh 8.6～MacOS10.4  

■コピーライト: © Disney 

■製品情報 : http://www.sourcenext.com/products/disney/label_princess.html 

 

「ディズニークラシック プリントジュエリー わたしのおきにいり」 

ディズニーのキャラクター（クレオ&フィガロ、マリー、ダンボ、ピーター・パン、バンビなど）が入っ

た画像で、カレンダー・シールなどを作成しプリンタで出力できます。 

・作成例：ネームシール、フォトシール、宛名ラベル、アイロンプリント、名刺、カレンダーなど 

・収録素材数：約 300 点 

■対応 OS  :Windows 98/98SE/Me/2000/XP 

           :Macintosh 8.6～MacOS10.4 

■コピーライト: © Disney 

■製品情報: http://www.sourcenext.com/products/disney/label_classics.html 

 

「楽しい幼稚園パック」 （対象年齢：3 歳以上） 

「ミッキーのみんなの幼稚園」「プーさんの森の幼稚園」がセットになっております。 

■製品情報:http://www.sourcenext.com/products/disney/study_kg_pack.html 

■価格：2,970 円（税込） 

 

「楽しい学校パック」 （対象年齢：5 歳以上） 

「ミッキーのみんなの学校」「プーさんの森の学校」がセットになっております。 

■製品情報: http://www.sourcenext.com/products/disney/study_school_pack.html 

■価格：2,970 円（税込）  

 

※日⇔英は日本語モードと英語モードを収録している製品です。 

※製品詳細につきましては、各製品情報をご覧ください。 
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■価格     ：各1,980円（税込） 
           ：「楽しい幼稚園パック」「楽しい学校パック」のみ2,970円（税込） 
■発売     ：2006年3月3日（金） 
■開発     ：ブエナ ビスタ ゲーム 
■販売     ：ソースネクスト株式会社 
 
  

 

■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 

 ホームページとeメールによるサポートです。  URL：http://www.sourcenext.com/support/ 
  
 

■担当：プロデュースグループ 広報チーム   長島 由貴子 

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/ 

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 

お客様お問合せ先 

発売概要 


