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新製品 

パソコンソフト 

動画関連ソフト 
News Release 

報道関係者各位            2007年3月28日 

             ソースネクスト株式会社 

 

動画を極める。 

「速 PACK®ＶｉｄｅｏＴｏｏｌｓ」 
2007 年 4 月 20 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、パソコンでの動画の録画や編集ができる動画関連ソフト３本に加えて、ｉＰｏｄやＰＳＰ用に動画ファ
イルを変換できるソフトをパックにした「速PACK ＶｉｄｅｏＴｏｏｌｓ」（税込3,970円）を2007年4月20日（金）に発売い
たします。 
 
「速PACK ＶｉｄｅｏＴｏｏｌｓ」は、動画を「録る・編集する」ための３本の動画関連ソフトに動画変換ソフトを特別収
録して、価格は3,970円と圧倒的なコストパフォーマンスを実現したパックです。 

例えば、WEBのストリーミング番組を録画し、ＣＭ部分をカットして、ｉＰｏｄで視聴するなど、パソコン動画活用
の楽しみが広がります。 
 
パック内容は以下の通りです。 

「驚速DVDビデオレコーダー 2」  ＤＶＤビデオの録画ができる 
「驚速ストリーミングレコーダー 2」  WEBストリーミング動画の録画ができる 
「驚速動画カッター」  動画の切る・貼るができる 
「驚速エンコーダー」（特別収録）  動画をｉＰｏｄやＰＳＰ®で視聴できるように変換できる 

 
 
 
【驚速DVDビデオレコーダー 2】 

「驚速DVDビデオレコーダー 2」は、DVDビデオを簡単な操作でパソコンに録画できるソフトです。DVDのデ

ータをコピーするのではなく、テレビをビデオに録画するように、パソコンでDVDを再生させ、その映像をキャ

プチャして、ハードディスクに保存します。 

録画した動画ファイルはWindows Media Playerで再生できるようになりました。 
[主な特長] 
●簡単1クリックで再生できる 
●Windows Media Playerで再生できる 
●バックグラウンドで録画ができる 
●画質を簡単に調整できる 

 
【驚速ストリーミングレコーダー 2】 

「驚速ストリーミングレコーダー 2」は、WEB ストリーミング番組やビデオチャットなどを録画することができるソ

フトです。新機能として、予約録画ができる録画タイマー設定機能や、録画失敗を防ぐ録画テスト機能などを

搭載し、さらに使いやすくなりました。 

[主な特長] 

●ストリーミング映像の録画                  

●ユーザーのパソコンにインストールされているコーデックが選べる 

●ビデオチャットやデスクトップの操作も録画可能 

●録画テスト機能      NEW     ●ハードウェアアクセラレーターの自動設定 NEW 

●録画タイマー機能 NEW     ●オーディオデバイスの自動設定       NEW 

●録画フレーム数の指定 NEW 
 
【驚速動画カッター】 

「驚速動画カッター」は、動画ファイルの必要なところのみを取り出したり、複数のファイルを1つにまとめたり
することができるソフトです。 
[主な特長] 
●動画ファイルの必要なシーンのみを取り出せる 

「速 PACK VideoTools」に収録されている各製品の概要 
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●複数の動画ファイルを1つにまとめられる 
●3ステップの簡単操作 

【驚速エンコーダー】（特別収録） 
「驚速エンコーダー」は、自動で動画ファイルの圧縮や形式変換ができるソフトです。iPodやPSP®のビデオ形
式への変換にも対応しているので、パソコンで録画した番組を携帯プレーヤーで楽しむなど、お好みの動画
をさまざまな場面で楽しむことができます。 
[主な特長] 
●動画ファイルを自動で変換できる 
●パソコンを利用していない空き時間に動画変換ができる 
●指定したフォルダを定期的にチェックし、自動で変換を開始できる 
●ファイル形式・画質・圧縮率を選択できる 
●Windows Vista™に対応 

 

 

 

■製品名 ：「速 PACK VideoTools」 

■製品内容 ：動画関連ソフトパック 
■価格 ：3,970円（税込） 
■発売日 ：2007年4月20日（金） 

 
 
 

■開発 ：「驚速DVDビデオレコーダー 2」 VentureBridgeCo.,LTD 
 ：「驚速ストリーミングレコーダー 2」 VentureBridgeCo.,LTD 
 ：「驚速動画カッター」 Honest Technology Co., Ltd.株式会社 アーティストハウスソリューションズ 
 ：「驚速エンコーダー」 有限会社 プログレス 
■販売 ：ソースネクスト株式会社 
■製品情報 ：http://www.sourcenext.com/titles/pack/75100/ 
 
 
 
■対応OS  ：Windows Vista™/Windows® XP/2000 
■CPU  :Pentium 2GHz以上 （Windows Vista推奨環境：Core 2 Duo 1.8GHz以上） 
■メモリ  ：１GB以上 （Windows Vista推奨環境：2GB以上） 
■インストール容量：約50MB 
■DirectX 9.0c以上 
■Windows Media Player 9以上（再生に使用） 
■DVD-ROMドライブ 
■録画用にハードディスクの空き容量が必要 
■インターネットが使える環境 

※動画を扱うためパソコン性能によっては、正常に録画・再生できない場合があります。 
※「驚速DVDビデオレコーダー 2」は、著作権保護のため、録画した映像を他のメディアやパソコンに保存しても、そ

の映像を録画したパソコンからしか再生できないように設計されています。 
※DVD-Videoの個人的な視聴の範囲を超えた利用は、著作権法で禁止されています。 
※初回録画時に認証が必要なので、インターネット接続できる環境が必須です。 
 
■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。 
Copyright© 2007 info Venture Bridge Co.,LTD All Rights Reserved. 
 
 

 

■対応 OS ：Windows VistaTM/Windows® XP/2000 

■CPU   : Pentium 1.5GHz 以上 

■メモリ   ：512MB 以上 

■インストール容量：約 15MB 

※動画を扱うため、パソコンの性能によっては正常に録画・再生できない場合があります。 

※映像の個人的な視聴の範囲を超えた利用は、著作権法で禁止されています。 

 

■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。 

 Copyright© 2006 info Venture Bridge Co.,LTD All Rights Reserved. 
 

「速 PACK VideoTools」の発売概要 

「驚速 DVD ビデオレコーダー2」の動作環境及びコピーライト表記 

「驚速ストリーミングレコーダー 2」の動作環境及びコピーライト表記 
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■対応OS  ：Windows Vista™/Windows® XP/2000 
■CPU  ：PentiumⅢ 800MHz以上（Pentium 4 1.8GHz以上推奨） 
■メモリ  ：64MB以上 
■インストール容量：約10MB 
■ハードディスクの空き容量： 5GB以上 
■本製品には以下のようなアプリケーションが必要です。 

●DirectX 8.1以降 
●Windows Media Format SDK 9以降（本製品のインストール時にインストールされます） 
●Windows Media Player 6.4以降 
●Flash Player 9以降 
●その他、動画に使用しているコーデックが必要になる場合があります。いずれも各社サイトより 
ダウンロード、インストールしてください。 

<ご注意> 
映像の個人的な視聴の範囲を超えた利用は、著作権法で禁止されています。 
 
■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。 
Copyright © Honest Technology Co., Ltd. All rights reserved. 
Copyright © ArtistHouse Solutions Co., Ltd. All rights reserved. 

 

 

 
■対応OS ：Windows Vista™/Windows® XP/2000 
■CPU  ：Pentium Ⅲ 800MHz以上（Pentium 4 1.5GHz以上推奨） 
■メモリ  ：512MB以上 （1GB以上推奨） 
■インストール容量：約10MB 
<ご注意> 
すべての動画の変換・再生を保証するものではありません。 
著作権保護された動画を扱うことはできません。 
著作権法を遵守してご利用ください。 
変換した動画をiPodへ転送する場合は、iTunesバージョン6以上が必要です。 
転送した動画をiPodで再生する場合は、第5世代のiPod（iPodビデオ）が必要です。 
転送した動画をPSP®で再生する場合は、PSPのファームウェアをVer 2.8以降にしてお使いください。 
 
■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 © 2007 PROG-RESS Co., Ltd.All rights reserved. 

 

  
 
■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 髙野 裕介 

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のダウンロード 

お客様お問合せ先 

「驚速動画カッター」の動作環境及びコピーライト表記 

「驚速エンコーダー」の動作環境及びコピーライト表記 


