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番号ポータビリティに対応
携帯電話の乗換えも簡単にできる

「携快電話®15」シリーズ
2006 年 12 月 1 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 15」シリーズ（税込 1,980 円〜4,980 円）
を 2006 年 12 月 1 日（金）に発売いたします。
（*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、2005年の年次データ）

【「携快電話 15」とは】
「携快電話」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。10月24日にスタートした「番号ポータビリティ」
にも対応し、乗換えの面倒を解消します。また、今回の「携快電話15」シリーズでは、前バージョンの「携快電
話14」シリーズの主要機能に加えて、以下の機能を搭載し、さらに便利になりました。
基本機能
新機能
・アドレス帳 ・メール ・カメラ画像 ・ムービー
・ミュージック ・ブックマーク ・フリーメモ
・QR コード ・スケジュール ・データ削除
・お財布ケータイ履歴 ・待受画面
・暗証番号解析 ・自動アップデート

＋

・スケジュールをメールでお知らせ
・デコメール保存
・GPS データからの地図表示
・ストリーミング動画再生機能

【「番号ポータビリティ」とは？】
10月24日から開始された、携帯電話会社を変更しても、同じ電話番号のまま利用できる制度です。
「携快電話」では、番号ポータビリティに対応した下記の機能を搭載しています。
●アドレス帳などのデータ移行
●変更されたメールアドレスの一括通知

「携快電話 15」シリーズのインターフェイス
<ＴＯＰ画面> POWER UP
はじめてでも安心の「簡単！ナビ」で手順に従いながら、携帯電話のデータを簡単に新しい携帯電話に
移行できます。また、必要な作業を音声ガイドで案内。パソコン操作に慣れていない方でも迷わず使えま
す。案内項目が増えて、より使いやすくなりました。

※「簡単！ナビ」「音声ガイド」
は Windows 版のみの対応です。
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「携快電話 15」シリーズの新機能
■スケジュールをメールでお知らせ（WIN） NEW
Outlook の予定を携帯電話に自動送信して、1 日の予定を確認できます（Outlook 2000/2002/2003 対応）。
また、設定した予定の時間に携帯電話へメールでお知らせすることも可能です。
その日のスケジュールを、
設定した時間にメールで
通知

■GPS データから地図を表示（WIN） NEW
アドレス帳の住所や GPS 情報から地図を表示できます。
※「ゼンリンデータコム デジタル全国地図 TM」30 日体験版を同梱

■デコメールを保存できる（WIN） NEW
（FOMA のみ対応）
ケータイに受信したデコメールのバックアップに対応。
動きや見た目をそのまま残しておくことができます。

■動画をケータイでストリーミング再生（WIN） NEW
（FOMA のみ対応）
パソコンで録画した番組をサーバーを経由してケータイで閲覧が可能。
動画を外出先で見ることができます。
※パケット代は別途かかりますので、定額制が必須です。
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■番号ポータビリティに対応 アドレス変更一括送信 （WIN） POWER UP
電話番号やアドレスの変更をパソコンから 1 度に送信できます。
お知らせメールの雛形も入っているので、簡単にお知らせすることが可能です。
■Mac OS X に対応 POWER UP
「携快電話 for Mac」を同時収録。
※Mac OS 10.3.9 以上対応
アドレス帳の項目を拡張し、より使いやすくなりました。
〈追加項目〉
位置情報、優先番号、プッシュトーク番号
番号通知、顔写真（着信画像、着メロ）

<アドレス帳 画面>

【Mac 版対応機能】
●アドレス帳 ●メール ●スケジュール
●オンラインアップデート ●カメラ画像
●暗証番号解析 ●一括バックアップ

「携快電話 15」の基本機能一覧
アドレス帳
メール
カメラ画像

電話番号やメールアドレスなど、大切な個人情報の保存・編集。
ビジネスやプライベートの大事なメールをパソコンでしっかり保存。
カメラ付き携帯電話で撮影した画像をパソコンに読み込み。

ブックマーク
スケジュール
QR コード作成
インターシンク
待受画面

お気に入りのサイトをバックアップ。機種変更の際に便利。
パソコンで予定表を作り、携帯電話でスケジュール管理が可能
アドレス、メールなどのデータを簡単に「QR コード」に変換できます。
携帯電話のアドレス帳やスケジュールを他のデバイスとシンクロさせます。
パソコンで作成した画像を携帯電話の待受画面に設定します。

ムービー編集

パソコンに取り込んだムービーファイルを編集します。
お気に入りの歌を簡単に着信メロディに変換、専用ツールでオリジナルメロディの作
成ができます。※コピープロテクトがかかっている音楽ＣＤには対応しておりません。
おサイフケータイの利用履歴のバックアップが可能です。
データのバックアップ、書き戻しがスピーディーに行なえます。

ミュージック
おサイフケータイ対応
au 高速通信対応
暗証番号解析
自動アップデート
データクリア機能
フリーメモ

万が一忘れてしまった暗証番号を解析してくれます。 ※FOMA、au は非対応
インターネット上に新しいアップデータがあれば、自動的にお知らせ。
1 クリックするだけで、ソフトを最新のバージョンにすることができます。
携帯電話内にある情報をボタン 1 つで消去できます。
メモ帳（FOMA/VGS）のバックアップができます。

「携快電話 15」シリーズの発売概要
■製品ラインアップ
携快電話15 FOMA/au対応USBコード付き（ハイブリッド）
2,970円（税込） NEW
携快電話15 FOMA USBコード・メモリカードリーダー付き（ハイブリッド） 2,970円（税込） NEW
携快電話15 FOMA USBコード付き（ハイブリッド）
1,980円（税込）
携快電話15 USBコード付き（ハイブリッド）
2,970円（税込）
携快電話15 全キャリア対応USBコード付き（ハイブリッド）
3,970円（税込）
携快電話15 FOMA USB充電コード付き（ハイブリッド）
3,970円（税込）
携快電話15 USB充電コード付き（ハイブリッド版）
3,970円（税込）
携快電話15 全キャリア対応USB充電コード付き（ハイブリッド）
4,980円（税込）
携快電話15 アップグレード版（ハイブリッド）
1,980円（税込）
※本シリーズ発売に伴い、「携快電話®14」シリーズは販売終了となります。
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■発売日
■製品内容
■販売
■製品情報

：2006年12月1日（金）
：携帯電話メモリ編集ソフト
：ソースネクスト株式会社
：http://www.sourcenext.com/titles/use/74240/

「携快電話 15」シリーズの動作環境
<Windows版>
■対応OS Windows® XP/2000/（Windows VistaTM対応保証）
■CPU：Pentium 800MHz以上
（ムービー編集ツールを使用時はPentium lll 1GHz以上）
■メモリ：256MB以上 （512MB以上推奨）
■CD-ROMを読み込める環境
■Net Framework2.0以上
■Internet Explorer 6以上
■インターネットに接続できる環境（アップデート、ムービー編集、対応状況確認の際に必要）
■USB1.0/1.1/2.0
■インストール容量：約100MB
<Macintosh版>
■Mac OS X Ver.10.3.9/10.4以上
■CPU：PowerPC G3 500MHz以上
■メモリ：128MB以上のメモリ（256MB以上推奨）
■画面解像度：800×600 以上
■インターネットに接続できる環境
■CD-ROMを読み込める環境
■インストール容量：約100MB
<Windows版、Macintosh版共通>
※オンラインアップデートはプロキシ環境には対応していません。
※同梱されている接続コードの形状が、パッケージと異なる場合がありますが使用上問題はありません。
※本製品は、ソフトの性格上、携帯電話の機種により使用できる機能が異なりますので、対応機種をご確認く
ださい。
※「携快電話6」以前の専用コードはご使用できません。

コピーライト表記について
■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 © 2002-2006 WAC.com Inc.
Copyright © 2000-2006 JWord Inc.

お客様お問合せ先
■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
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
URL：http://www.sourcenext.com/support/

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先
■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。
素材・プレスリリースなどダウンロード
■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/
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