
 

1 

 

新製品 

パソコンソフト 

オペレーティング・システム 
News Release 

報道関係者各位         2006年10月11日 

           ソースネクスト株式会社 

Windows により近づいた操作性 

「Turbolinux® FUJI EX」 
2006 年 11 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、マルチメディア性能を強化したオペレーティング・システム「Turbolinux FUJI EX」（税込
3,970円）を2006年11月3日（金）に発売します。 
 
【製品概要】 

「Turbolinux FUJI EX」は、マルチメディア性能を強化したブロードバンド時代の新しいオペレーティング
・システムです。はじめての方でも安心してインストールできる「Tuboインストール」、ソフトウェアの追加も簡
単な「Turboプラス」のほか、Windows Media形式の映像・音楽も再生可能なプレイヤーが搭載されていま
す。 

 
【主な特長】 
●140種類以上のフリープラグインが簡単にインストール可能 

●セキュリティパッチやアップデータも一元管理 

●WindowsMediaの音楽や映像が再生可能 

●C、C++など、各種開発環境付き 

●Windowsからの移行ガイド付き（HTML形式） 

●起動時間が前バージョン（Turbolinux Multimedia）より圧倒的に高速化 

●Windows－Linux間での自由なファイル共有 

 
 
■Windowsとの互換性 
●Windowsドメイン対応により、
Active Directoryに参加可能 
 
●OS設定をコントロールセン
ターで一元管理 
 Windowsのコントロールパネ
ルのような操作感を実現しまし
た。 
 
●Windows-Linux間での自由
なファイル共有 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■セキュリティ・アップデートでいつも安心 

Turboプラスではセキュリティパッチやシステムのアップデータも一元管理します。Windows Updateに慣
れた人なら違和感なく操作できます。 
 
 

「Turbolinux FUJI EX」の特長 
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<Turbo メディアプレーヤー> 

■グラフィカルなインストーラー採用 
画面の指示に従って簡単にインストールができます。Windowsからの移行ガイドも付属しています。（HT

ML形式） 
 
■高速検索機能 

デスクトップパネル上から検索し、高速表示させることが

できます。形態素解析型エンジン搭載で、意味のある単

語のみを抽出します。 

 
■高速起動 
起動時間を前バージョンに比べ、約1/2に大幅短縮し

ました。（Turbolinux社調べ。ご利用の環境により異なる場合があ

ります） 

 

■充実した開発環境 
各種コンパイラ、デバッガ、スクリプト言語、ライブラリ、

統合開発環境など、要望が多く寄せられた開発環境を
収録しています。CやC++など、プログラミングの学習を
始めたい方にもオススメです。 

また、Sun Java 2 Platform Standard Edition 5.0を収
録しました。その他、フリープラグインのwidestudio（アプ
リケーションビルダ）も使用可能です。 
 
 
 
■ネットワークに強い 
●暗号化フォルダ作成機能 

データ漏洩を防ぐことができます。 

 

●複数ネットワークの切り替えツール付き 

LANなどの設定を瞬時に切り替えられます。自動DHCP割り当て機能、無線LANステーション認証ソフト

も標準搭載しています。 
 
 
■140種類以上のプラグインが追加可能 

Turboプラスで、140種類以上のフリー
プラグインが簡単にダウンロード・インスト
ール可能です。年賀状作成ソフトやゲー
ム、IP電話、画像ビューア、その他画像
作成／編集ソフトなど140種類以上。 
 
 
 
■マルチメディア時代のOS 

 
●WindowsMedia形式の映像・音楽も再生可能 
  Turboメディアプレーヤーでwmv、wmaが再生可能です。 
●Turboメディアプレーヤー（※WindowsMediaコンテンツ再生） 
  ※会員登録が必要なコンテンツやデジタル著作権管理（DRM）    

 で保護されているコンテンツ、次世代オーディオ形式Windows Media  

 Audio 9 Professionalなどは再生できません。 

 
●RealPlayer 10 for Linux（RealVideo、RealAudio、MP3再生） 
●Flash Player 7 
●Adobe Reader 7.0 
 
 

<開発環境> 

<ゲーム>         <年賀状ソフト> 

検索 
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■機能比較表 

  Turbolinux Personal Turbolinux FUJI EX 

RealPlayer — 10 

Adobe Reader — 7 

Sun Java2 Platform 

Standard Edition 5.0 
— ○ 

Flash Player — 7 

デジタルカメラ取り込みソフト — ○ 

スキャナソフト ○ ○ 

画像作成・編集ソフト — ○ 

Turbo メディアプレーヤー — ○ 

キヤノン製プリンタドライバ ○ ○ 

エプソン製プリンタドライバ ○ ○ 

エプソン製スキャナユーティリティ — ○ 

Firefox（ブラウザ） — ○ 

Thunderbird（メーラー） — ○ 

HTML エディタ ○ ○ 

インスタントメッセンジャー ○ ○ 

スケジュール帳 ○ ○ 

fullflex EG 無償版 — ○ 

圧縮解凍ツール ○ ○ 

CD R/DVD 

データライティングソフト 
○ ○ 

 
■FUJIの主要コンポーネント 
Kernel 2.6.13/glibc 2.3.5/x.org-6.8.2/gcc 3.4.3/rpm 4.4.2 
 
■日本語環境 
日本語入力システム“かんな”採用 
半角/全角で日本語入力が可能。 
 
 
■製品名     ：「Turbolinux FUJI EX」 
■価格  ：3,970円（税込） 
■発売日 ：2006年11月3日（金） 
■製品内容 ：オペレーティング・システム 

「Turbolinux FUJI EX」の発売概要 

<iPod 接続ユーティリティ> <GIMP> 
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■開発  ：ターボリナックス株式会社 
■販売  ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/sys/73870/ 
 
 

 
■CPU  ：PentiumⅢ相当以上 Hyper-Threding、デュアルコア対応) 
■メモリ  ：64MB以上（256MB以上を推奨） 
■ハードディスク ：IDE/SCSI HDD 3GB以上（5GB以上を推奨） 
■ビデオカード ：VGA以上（GUIインストールを利用する場合にはX.org6.8.2に対応したビデオカードが
   必要です。) 
■CD-ROMドライブ（ATAPI/SCSI） 
■インターネットに接続できる環境 
■インストール容量：2.0GB以上 
■ご注意  ： 
・本製品はWindowsアプリケーションではありません。 
・本製品は、ターボリナックス株式会社の「TurbolinuxFUJI Basic」からリコーフォントを除き、IPAフォント を
同梱したものです。 
・Windowsと同じパーティションにはインストールできません。 
・ブータブルCDを起動できる必要があります。お使いのCD-ROMドライブ、パソコンの対応状況は製造元
にお問い合わせください。 
・動画再生には、1GHz相当以上のCPU、512MB以上のメモリが推奨されます。 
 
 
 
■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。 
© 2005 Turbolinux, inc. All rights reserved. 
  
 
■ターボリナックス株式会社 
本製品は、ターボリナックス株式会社がテクニカルサポートを担当します。 
Turbolinux OSのインストールサポート： 30日間1インシデント（Web、メール／1件の問題が終了するまで） 
 
■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/support/ 
  
 
■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 

動作環境 

お客様お問合せ先 

コピーライト表記 


