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News Release 

報道関係者各位                                           2007 年 5 月 14 日 

ソースネクスト株式会社 

ｗｅｂ上で利用できる無料のオフィスソフト 

「ＴｈｉｎｋＦｒｅｅ てがるオフィス TM」 

http://www.thinkfree.co.jp/ 

2007 年 5 月 14 日（月）ベータ版サービス開始 

 

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）と、ＴｈｉｎｋＦｒｅｅ, Inc.（本社：3003 North First Street, San Jose, CA 95134）は、2007 年 5

月 14 日 web 上で利用できる無料オフィスソフトにおける独占契約の合意をいたしました。 

この合意によりソースネクストは、ＴｈｉｎｋＦｒｅｅ, Inc.の web 上で利用できる無料オフィスソフト「ＴｈｉｎｋＦｒｅｅ 

Online」を日本語化し、「ＴｈｉｎｋＦｒｅｅ てがるオフィス」として、2007 年 9 月より正式サービスを開始する予

定です。また、それに先だち、ベータ版（日本語は一部）のサービスを 2007 年 5 月 14 日（月）から公開い

たします。2008 年 9 月までに 100 万人、2010 年 9 月までに 400 万人の登録ユーザー獲得を目指して参

ります。 

 

【背景】 

一般に「ワープロ」「表計算」「プレゼンテーション」の 3 大機能から構成される統合オフィスソフトは、ビジ 

ネスや教育現場、家庭などあらゆる場所で必須のソフトとなっています。また、これらのソフトウェアの機能

を最大限に引き出せるプラットフォームとして、パソコンの持つ役割は非常に大きいといえます。 

一方で、従来のオフィスソフトには、以下のようなさまざまな不便が存在することも事実です。 

   ・ソフトウェアの価格が高い 

   ・作成したファイルを他者と気軽に共同で編集することができない  

   ・利用場所が会社、自宅などに限られる  

   ・編集環境が自分自身のパソコンに限られる 

これらの不便を解消し、オフィスソフトを無料で、便利に使っていただき、パソコン市場を活性化したいと

いう願いを込めて、サービスを開始いたします。 

 

●「ThinkFree WorkSpace」 ThinkFree のメイン画面です。新規文書の作成、ファイルの管理・閲覧・編

集、パートナーとのファイル共有、プロフィール設定などが行えます。 
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【「ＴｈｉｎｋＦｒｅｅ てがるオフィス」とは】 

・いつでもどこでも利用できる 

ｗｅｂ上で利用できる無料のオフィスソフトです。インターネットにつながったパソコンさえあれば、固有の

パソコンや場所に制限されず、ワープロソフト「ThinkFree てがるワープロ TM」、表計算ソフト「ThinkFree 

てがる表計算 TM」、プレゼンシート作成ソフト「ThinkFree てがるプレゼン TM」を利用することが可能。作成

したドキュメントは、web 上（保存容量：１GB）もしくは、自分のパソコンのハードディスクに保存ができます。

「Microsoft Office」形式のファイル（doc, xls, ppt）と互換性があるので、会社で作った見積もりを出張先で

すぐに修正したり、空いた時間に思いついたアイディアをプレゼンシートで素早くまとめたりと、オフィスソ

フトの利用シーンが格段に広がります。 

 

・プロジェクト内でドキュメントを共同編集できる 

作成したドキュメントを会社のプロジェクトや学校のサークルなど、特定のメンバーで共有することができま

す。「閲覧のみ」と「共同編集者」の 2 段階の権限設定が可能です。1 つのファイルを複数のメンバーで編

集できるため、従来のように作成したファイルをメールで関係者全員に送り、その返信内容を再度まとめ

直すといった作業が不要になります。 

 

・世界中にドキュメントを公開・共有できる 

「web2.0 的要素」としてユーザーによるファイル共有の仕組みを提供します（2007 年 6 月よりベータ版サ

ービス開始、同 9 月より正式サービス開始予定）。 

以下の 3 つの仕組みによりユーザーによるコンテンツの充実が可能となります。 

１）作成したドキュメントファイルを世界中の人々に向けて公開 

作成したドキュメントファイルを公開するだけでなく、どのようなキーワードで検索されたいかの設定もでき

ます。 

２）誰でもそのドキュメントファイルを閲覧、編集 

ドキュメントはキーワード、評価順、アクセス数順などさまざまな基準から検索が可能です。 

また、編集可能となっているドキュメントについては、より使いやすいよう自分で編集することができます。

さらに、自分のブログやホームページ、SNS などに、それらの文書を体裁を保ったまま引用できる機能も

提供します。 

３）誰でもドキュメントファイルを評価 

ドキュメントファイルに 5 段階評価をつけたり、コメントの記入ができます。 
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●「ThinkFree てがるワープロ」 

  

  

●「ThinkFree てがる表計算」 
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●「ThinkFree てがるプレゼン」 

  

 ※上記サンプル画像は、それぞれ Microsoft Word、Excel、PowerPoint で作成したファイルを 

  「ThinkFree てがるオフィス」上で開いたものです。 



                     

      

このリリースは「ThinkFree てがるオフィス」で作成しています。 

 

 

 

３ステップで手軽に登録、すぐにサービスが利用できます。 

①TOP ページの「無料 ID 登録」ボタンをクリック 

②名前・e メールアドレス・パスワードを入力し、登録ボタンをクリック 

③入力いただいた e メールアドレスに、ThinkFree からのメールが届き、メール内に記載されているアドレ

スをクリックすると登録完了 

 
 

 

 

 

ThinkFree, Inc. (URL http://www.thinkfree.com/)は 1999 年、マイクロソフト Office 互換の統合オフィスソ

フト「ThinkFree Office」を開発・販売する企業として、T.J.Kang 氏（CEO）によって、米国シリコンバレーに

設立されました。その後 2003 年に、韓国の Haansoft 社に買収され、現在は 75 名の社員を米国シリコン

バレーおよび韓国ソウルに擁するに至りました。米国で先行して 200５年 6 月に開始した ThinkFree 

Online サービスは、2007 年 4 月現在、27 万人以上が利用し、75 万以上のドキュメントがオンライン上に

保存されています。 

「ThinkFree てがるオフィス」無料 ID 登録 

ThinkFree, Inc. とは 
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■サービス名    ：「ThinkFree てがるオフィス」 

■価格     ：無料サービス 

■サービス開始日 ：ベータ版（一部日本語化）：2007 年 5 月 14 日（月） 

   正式日本語版：2007 年 9 月（予定） 

■開発   ：ThinkFree, Inc. 

■サービス提供 ：ソースネクスト株式会社 

■URL    ：http://www.thinkfree.co.jp/ 

 

 

 

●推奨動作環境 

Windows XP/2000 

 ※Windows Vista は正式サービス開始までに対応予定 

Mac OS X 10.4 以上 

Linux Fedora Core 4 以上 

が正常に動作し、インターネットが使えるパソコン 

・ブラウザ：Internet Explorer 6.0 以上、FireFox 1.0.1 以上 

・JRE（Java Runtime Environment） 1.5.x 

・ハードディスク容量：約 200MB 以上 

※本製品はインストールされませんが、作業領域としてハードディスクが必要です。 

 

 

 

■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 ThinkFree, Corp. All rights reserved.  

 

 

 

本サービスは無料サービスのため、サポートは行なっておりません。 

「ThinkFree てがるオフィス」サイト上に FAQ をご用意させていただいております。  

 

 

 

■担当：プロデュースグループ 広報チーム   近藤 祐子 

Tel：03-5786-7209  Fax：03-5786-7210 e-mail： pr@sourcenext.com  

 

 

 

■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/ 

「ThinkFree てがるオフィス」のサービス概要 

「ThinkFree てがるオフィス」の動作環境 

コピーライト表記について 

お客様お問合わせ先 

本製品に関する報道関係者様のお問合わせ先 

素材・プレスリリースなどのダウンロード 


