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           ソースネクスト株式会社 

 

Flash、3D ロゴ作成ソフト、5 万点の写真素材収録の特別版 

「ホームページ･ビルダー® 10 プレミアムパック」 
200６年 4 月 7 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、「ホームページ･ビルダー 10」にFlash作成ソフト「FREE MOTION」とFlash素材・テンプレート
集「@rt Flash 特別版」、3Dロゴ作成ソフト「ロゴット」、写真素材集「感動素材® 10,000 HEMERA™ 
Photo-Objects™ 1～5」を収録した「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパック」（税込11,300円～）を2006
年4月7日（金）に発売します。 
 
【製品概要】 

「ホームページ・ビルダー 10 プレミアムパック」は、ホームページ作成はもちろん、Flashや3Dロゴ、切り
抜き加工済みの写真素材などを利用して、スタイリッシュなwebページ制作をサポートする5製品を同梱した、
お得なパッケージです。 
 
【収録ソフト】 
●「ホームページ・ビルダー10」 
●「FREE MOTION」 
●「@rt Flash（アートフラッシュ）特別版」 
●「ロゴット」 
●「感動素材10,000 HEMERA Photo-Objects 1～5」 
 
 

「FREE MOTION」は、webサイトのボタンやアルバム、スライドショーなどのFlashを手軽に作成できるソフ
トです。ブラウザ上からFlashを取得したり、Flashの構造を解析することが可能な画期的な機能を搭載。 
 
■Flashインポート機能 

お気に入りのFlashをブラウザからダウンロードすることができます。 
 
■「Flash解析」機能 

FREE MOTIONは、SWFファイルをドラッグ＆ドロップするだけでFlashの構造を細かく分析し、再編集す
ることも可能です。さらにAction Script2.0にも対応しています。 
 
■動画からのFlash変換機能 

動画ファイルをFlashファイルに簡単変換できるので、簡単にFlashムービーを作成できます。 
 

 
 
「@rt Flash 特別版」は、Flashを使用したホームページ制作を全般的にサポートするFlash素材集です。

プロのクリエイターによって制作された多彩なフラッシュ素材で、フラッシュを使ったサイトがスピーディーに
制作できます。 

 
■フラッシュ素材を67点収録 

プロのクリエイターによって制作された高品質なFlash素材を67点収録しています。 
 
■豊富な素材 

ページやボタン、バナー、Action Scriptを駆使したサウンドプレイヤーなどが豊富に収録されています。 
 

※Action Script(アクションスクリプト)はMacromedia FLASHのプログラム言語です。 

「@rt Flash(アートフラッシュ)」の多くの素材は、Action Script(アクションスクリプト)で機能や動きを制御しています。フラッシュ素

材は、習得の難しいAction Script(アクションスクリプト)をユーザーが変更することなくご使用いただけるよう制作されています。 
 

「FREE MOTION」の特長 

「@ｒｔ Flash 特別版」の特長 
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■Flash編集ソフトがなくても使用可能 

収録ファイルは、そのままホームページに貼り付けられるswf形式ファイル。Flash作成ソフトがなくても、サ
イトタイトルやボタンの文字、画像、音声を編集できます。 
 
 
 

「ロゴット」は、文字を入力して、表面の質感、光の当たり具合などの効果を調整するだけで簡単に3Dの
ロゴやボタンを作ることができるソフトです。光の位置を変えたり、お気に入りの画像を文字の模様として取
り込んだりすることも可能です。 
 
■オリジナル３ロゴが作成可能 

自分で用意したお気に入りの画像をテクスチャに取り込んで、オリジナルの3Dロゴを作ることができます。 
 

【読み込み対応画像形式】 
ｊｐｇ、bmp、png、tiff 
 
■形状32種類 

縁取りやカーブのしかたなど、立体の形状を選べます。数値を
入力して、微調整を行なうことも可能です。 

 
■質感179種類 

金属から木目、岩まで豊富なライブラリからリアルな質感を選
ぶことができます。映り込みなどの詳細設定も可能です。 
 
 
 
 
 

「感動素材10,000 HEMERA Photo-Objects1～5」は、さまざまな画像フォーマットや解像度に幅広く対
応した、全点切り抜き加工済みの写真素材集です。ホームページ掲載用のフォーマットに自動変換するこ
とができるので、簡単に画像を貼ることができます。 
 
■切り抜き写真を約50.000点収録 

1巻につき約10,000点の豊富な素材数。書き出し対応フォーマットも豊富で解像度も任意に選べます。 
 
■ビューアで加工・編集 

各素材は最初から切り抜かれた状態で収録されているので、汎用
性が高く、どんな背景にも応用できます。各画質に応じて、保存後のフ
ァイル容量も表示されます。 
 
【保存ファイル形式】  
・PICT ・TIFF ・BMP ・PCX ・RAS 
・GIF（標準・インターレース） ・FPX 
・JPEG（標準・プログレッシブ） ・PSD 
・WPG 
 
■「PhotoFont Maker」機能搭載  

背景となる素材をテクスチャとして使用した、美しいフォントを作成
することができます。写真素材を選択し、文字を打ち込むだけで、
飾り文字もでき上がります。日本語、英語を問わず、お使いのパソコ
ンに収録されているどんなフォントにも対応しています。 
 
■転送時間表示機能  

web用にGIFやJPEGに変換した場合、閲覧者の通信速度に応じて、表示にかかる時間をシミュレートで
きます。 

 
 

■製品名     ：「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパック」 
■発売日 ：2006年4月7日（金） 

「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパック」の発売概要 

「ロゴット」の特長 

「感動素材 10,000 HEMERA Photo-Objects1～5」の特長 
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■製品内容 ：ホームページ作成ソフト 
■開発  ：「ホームページ･ビルダー 10」 株式会社日本アイ・ビー・エム 
  「FREE MOTION」   株式会社アーティストハウス ソリューションズ 
  「＠rt Flash 特別版」  株式会社ディーディーエヌ 
  「ロゴット」    有限会社ライア 
  「感動素材10,000」   Hemera Technologies Inc. 
■販売  ：ソースネクスト株式会社 
■ラインアップ ：「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパック通常版」   17,800円（税込） 
   「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパック学割パック版」  13,400円（税込） 
   「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパックバージョンアップ版」 11,300円（税込） 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/products/builder10/premium.html 
 
 
【ホームページ･ビルダー 10】 http://www.sourcenext.com/products/builder10/ 
■基本ソフトウェア ：Windows XP/Me/2000/98 
 ただし、ビデオ編集機能またはWebカメラ機能を使用するには次のいずれかの

基本ソフトウェアが必要です。Windows XP/Me/2000/98SE  
■コンピュータ本体 ：上記基本ソフトウェアが動作するIBM AT互換パーソナル・コンピュータ  
■CPU ：Pentium II 266MHz以上を推奨 
 注：ビデオ編集機能でデジタル・ビデオ・カメラからビデオを取り込むには、Pent

ium II 400MHz以上が必要です。  
■ハードディスク ：最小構成で180MB以上、最大構成で420MB以上の空き容量が必要です。導

入時の標準構成は、最大構成で設定されています。（ファイルシステムのクラス
タサイズが4KBを超える場合は、追加の空き容量が必要です。）  

■メモリ ：128MB以上（256MB以上を推奨）  
■ディスプレイ ：解像度800×600、High Color以上（解像度1024×768以上を推奨） 

ビデオ編集機能またはWebカメラを使用するには、DirectX 9以降に対応した
ビデオカードが必要です。  

■サウンドボード ：音声機能をご利用になる場合は、上記基本ソフトウェアがサポートするサウン
ドボードが必要です。  

■CD-ROMドライブ ：上記基本ソフトウェアに対応したCD-ROMドライブ  
■ビデオカメラ ：ビデオ編集機能でビデオを取り込むには、IEEE1394インターフェイス（OHCI

準拠）が必要です。 
Webカメラ機能を使用するには、上記のビデオカメラ、またはWDMに準拠したU
SBインターフェイスのＰＣカメラが必要です。  

■インストール容量 ：約400MB  
 
【FREE MOTION】 
■対応OS :Windows XP/2000 
■CPU  ：Pentium 600MHz以上 
■メモリ  ：256MB以上 
■ハードディスク容量 ：約45MB以上 
■ディスプレイ解像度 ：1024 × 768以上、16bitカラー以上(フルカラー推奨)  
■Macromedia Flash Player 6.0以上 
■Direct X8以上 
■Windows Media Player 7.1以上 
■Internet Explorer4.0以上（6.0以上推奨） 
 
【＠rt Flash 特別版】 
■対応OS :Windows XP/2000/Me/98SE 
■Internet Explorer5.x以降およびInternet Explorer5.x以降にて「ホームページ・ビルダー」が動作する環境 
※上記動作環境は、収録素材をホームページに挿入するために必要な環境です。 
※収録素材を編集するには、対応するアプリケーションが別途必要です。 
【ご注意】 

●Macromedia FLASHはFLASH素材を作成、編集するソフトです。Macromedia,inc.より無償提供されているFlash Playerとは

異なりますのでご注意ください。 

●Macromedia FLASH互換アプリケーションソフトには対応しておりません。 

●外部テキストファイルの編集には、基本的なHTMLの知識が必要になる場合がございます。編集可能部分には一部制限がありま

す。（基本構成部分のグラフィックの変更不可、メニューボタンやバナーのデザインテキスト部分の日本語フォント使用不可など） 

「ホームページ･ビルダー 10 プレミアムパック」の動作環境 
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【ロゴット】  http://www.sourcenext.com/products/logot 
■対応OS :Windows XP/2000 
■CPU  ：Pentium III 600MHz以上 （1.2MHz以上推奨） 
■メモリ  ：256MB以上 
■インストール容量：100MB以上 
■グラフィック ：24ビット以上のグラフィックチップ 
■モニタ  ：1024×768ピクセル以上  
※本製品は「GLYPH」（有限会社ライア）をベースに一部仕様を変更したものです。 

※フォントによっては、作成したロゴを使用する際に「フォント使用契約」が必要な場合があります。詳しくは、各フォントの著作

元に問い合わせください。 

 
【感動素材10,000】 http://www.sourcenext.com/products/kando/ 
■対応OS :Windows XP/2000 
■ハードディスクの空き容量：ビューアのみのインストール時：約40MB 
   素材をハードディスクにコピーした場合：約1GB 
■DVD-ROMを読み込める環境 
■DVD-ROMドライブ 
■モニタ  ：High Color以上 
 
 
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。  
■「ホームページ･ビルダー 10」 ©Copyright IBM Corp.1995,2005. All Rights Reserved. 
■「FREE MOTION」  Copyright©2006 Artist House Solutions Co., Ltd. All rights reserved. 
■「＠rt Flash 特別版」  Copyright©1996-2006 DDN,Inc. All right reserved. 
■「ロゴット」   Copyright©2005-2006 raia, inc. All rights reserved. 
■「感動素材10,000」  
Digital image content©1997-2005 Hemera Technologies Inc., a wholly owned subsidiary of JupiterImage
s Corporation. All Rights Reserved. 
  
 
【ご購入前】 
■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。 
 

【ご購入後】 
・「FREE MOTION」のサポートは 株式会社アーティストハウスソリューションズが行ないます。（http://www.ah-soft.com/） 

・「＠rt Flash 特別版」のサポートは 株式会社ディーディーエヌが行ないます。（http://www.ddnj.com/support/artflash.html） 

・「ロゴット」のサポートはソースネクスト株式会社が行ないます。 

・「感動素材10,000」のサポートはソースネクスト株式会社が行ないます。 

 
■日本アイ・ビー・エム株式会社 

ダイヤルIBM： 0120-04-1992 受付時間：月～金 9:00～18:00（祝日、12/30～1/3 を除く） 
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 
ダイヤルIBM 03-6220-8002（この場合通話料はお客様のご負担になります。） 
※ホームページ・ビルダーに関するお問合せは日本アイ・ビー・エム株式会社までお願いいたします。 
 
 
■担当：プロデュースグループ 広報チーム 西村 
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 

お客様お問合せ先 

コピーライト表記について 


