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新製品 

パソコンソフト 

ユーティリティソフト 
News Release 

報道関係者各位         2006年12月21日 

           ソースネクスト株式会社 

Windows Vista™や Office 2007 の高速化にも対応した 

「驚速®パソコン 2007」 
2007 年１月 26 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、１クリックでパソコンを速くするソフト「驚速パソコン 2007」（税込1,980円）を2007年1月26日（金）に
発売いたします。 
 
【製品概要】 

「驚速パソコン 2007」は、1クリックでWindowsの設定を最適化してパソコンを高速化するソフトです。Windows
の高速化や、アプリケーション起動、インターネットの高速化などができます。 
 
【新機能】 
●ウィザード形式で簡単に詳細設定ができる「カスタムナビ搭載」 
●Windows Vistaの起動や動作の高速化 
●iTunes、Office 2007などの新アプリケーションに対応 
●「光」対応のインターネット通信高速化 
 

 
 
■1クリック驚速化 

Windowsのパフォーマンスを上げる75項目（OSにより
異なります）を、1クリックで変更します。各項目を選ん
で１つ１つ設定することもできます。 
 
■カスタマイズも可能 【NEW】 

設定にこだわりたい方のために、ウィザード形式に沿

ってさまざまな設定をお好みで選ぶことができるカスタ

ムナビが付きました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■Windows Vista の起動 【NEW】 

OS の起動も 1 クリック。 

Windows XP/2000 も対応です。 

 

 

「驚速パソコン 2007」の特長 

<カスタムナビ画面> 

Windows Vistaの起動時間   （ログオン→デスクトップ表示まで） 
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新製品 

パソコンソフト 

ユーティリティソフト 
■主要ソフトを瞬間起動 【Power UP】 

iTunes、Windows メール、Office 2007、Adobe Reader など、よく使うソフトの起動を高速化します。 

iTunes 7      Windows メール 

 

 

 
PowerPoint 2007      Adobe Reader 7.0 

 

 

 
 

■高速化できる主な機能 【POWER UP】 

（赤字は新しく対応した機能です） ※Windows Vista で動作確認済み（2006 年 12 月現在） 

· Windows OS（Vista※/XP/2000）の高速化  

· アプリケーションの起動高速化  

o iTunes（7※/6） 

o Windows メール※ 

o Word（2007※/2003※/2002/2000） 

o Excel（2007※/2003※/2002/2000） 

o PowerPoint（2007※/2003※/2002/2000) 

o Outlook（2007※/2003※/2002/2000） 

o Internet Explorer（7/6.0/5.5/5.0） 

o Outlook Express（6.0/5.5/5.0） 

o Adobe Reader（8.0※/7.0※/6.0/5.0.5/5.0） 

o Windows Media Player（11※/10/9/8） 

o Photoshop（CS2/CS/7.0） 

 

· PDF 作成の高速化 

o いきなり PDF Professional 2 PLUS 

o いきなり PDF Professional 2 

o いきなり PDF 2 

o Adobe Acrobat Elements （7.0） 

o Adobe Acrobat Standard （8.0/7.0/6.0） 

o Adobe Acrobat Professional （8.0/7.0/6.0） 

 

 

 

 

 

■インターネットの高速化 【POWER UP】 

B フレッツ、Yahoo!BB 光、GyaO光、TEPCO ひかり、ひかり one など、お使いの回線を選んでクリックするだけ

で、通信速度を高速化します。 

 

· インターネットの高速化 

o B フレッツ（100M）※ 

o Yahoo!BB 光（100M）※ 

o GyaO 光（100M）※ 

o TEPCO ひかり（100M）※ 

o ひかり one（100M）※ など 

※Windows Vista で動作確認済み（2006 年 12 月現在） 

 

■クリーニングでパソコンを高速化 

パソコンのパフォーマンス低下の原因となる、一時ファイル、不要なファイル、使わなくなったレジストリなどを、

1 クリックで解消し、パソコンを軽くします。 
 
■Windows 高速化項目が 60 項目から 75 項目へ【POWER UP】 

【高速化する項目の一覧】 

●ディスククリーニング 

 ・ヘルプ一時ファイル 

 ・Internet Explorerのインターネット一時ファイル 

 ・不要システムファイル など 

 

 

 

●レジストリクリーニング 

 ・タスクバーのアドレスバーの履歴 

 ・Internet Explorerのアドレスバーの履歴 

･Windows Media Playerの最近使ったファイルの履歴など 

 

 

Yahoo!BB 光 100M 

GyaO 光 100M 
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新製品 

パソコンソフト 

ユーティリティソフト 
●Windowsの起動・終了 

 ・Windows起動･終了の高速化 

 ・自動ログイン時の入力省略 

 ・シャットダウン高速化 

 ・ログオフ高速化 など 

 

●システム 

 ・アプリケーションの優先処理 

 ・システムエラー履歴の省略 

 ・システムファイル監視の省略 

 ・ファイルキャッシュ拡張 

 ・リモートアシスタンスの無効化 

 ・ダイナミックDNSの無効化 

 ・フォルダ読み込みの高速化 

 ・アイコン表示の高速化 など 

 

●表示 

 ・色表示のカット 

 ・アニメーション表示の省略 

 ・アクティブデスクトップのOFF 

 ・デスクトップ/スクロールの表示高速化 

 ・高速表示のフォントに変更 

 ・検索コンパニオンの非表示 

 

●その他 

 ・不要データの軽量化 

 ・リンク切れショートカットの検索省略 

 ・キーボード/マウスカーソル高速化 

 ・応答しないアプリケーション自動終了 

 ・Word、Excelのクリップボード無効化 

 ・PDF作成の高速化 など 

 

 

 

■製品名    ：「驚速パソコン 2007」 

■価格  ：1,980円（税込） 
■発売日 ：2007年1月26日（金） 

■製品内容 ：ユーティリティソフト 
■企画・販売 ：ソースネクスト株式会社 

■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/sys/74440/ 
 

 

■メーカーサポートのパソコン 
■対応OS ：Windows Vista™/Windows® XP/2000（管理者ユーザーでご使用ください） 

■CPU  : OSの推奨する動作環境に準じます。 
■インストールに必要な条件：CD-ROMを読み込める環境 
■インストール容量：約25MB 
<ご注意> 
■「データプロテクト」をお使いの場合、「データプロテクト」を最新版にしてから「驚速パソコン 2007」をお使い

ください。 
■本製品は他の加速ユーティリティソフト（「驚速パソコン」シリーズ、他社製品含む）と併用できません。事前に
他製品のアンインストールが必要です。 
■「Outlook Express」の高速化について「ユーザー切り替え」には対応しておりません。 
 
 
■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 
  
 
■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/support/ 

  
 
■担当：プロデュースグループ 広報チーム 西村 絵理奈 

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/ 

「驚速パソコン 2007」の発売概要 

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 

「驚速パソコン 2007」の動作環境 

お客様お問合せ先 

コピーライト表記について 


