
F-Secureアンチウイルス エフセキュア
「F-Secureアンチウイルス」は、IT先進国フィンランドの「F-Secure

Corporation」から提供される製品で、優れたテクノロジーを使用してあらゆる

脅威を効果的に検出するセキュリティ製品です。最先端技術を用いて、ウイル

ス・スパイウェア等の悪意のあるソフトウェアからお客様のパソコンを守ります。

「F-Secureアンチウイルス」は、世界最高レベルのウイルス検出エンジンを搭載

し、第三者機関によるウイルス検知性能テストでも、常に上位にランクインされて

おります。さらには本製品に組み込まれた、「エフセキュア ディープガード」により、

未知の脅威（ゼロデイアタック）に対してもブロックすることができます。

この「エフセキュア　ディープガード」は、クラウドテクノロジーを利用したORSP（オ

ンライン・レピュテーション）機能と、サンドボックス機能を利用した「振る舞い検

知」により、ウイルス定義ファイル（パターンファイル）で検知できない未知のウイ

ルスや最新の攻撃からお客様のPCを守ります。

「F-Secureアンチウイルス」は、世界最高レベルのセキュリティ性能を持ちながら

も、動作が非常に軽快で、コンピュータの処理速度にほとんど影響を与えませ

ん。また、インストールや操作・設定も非常に簡単で、通常のご利用であれば、

初期設定のままでお客様のパソコンへ高いレベルのセキュリティを提供いたしま

http://www.f-secure.com/ja/web/home_jp/anti-virus

かんたん住所録Pro5 株式会社デネット
住所録の作成と宛名印刷ができます。

宛名印刷はハガキ、封筒、タックシールに印刷、住所録に登録した登録者の一

覧印刷もできるので便利です。

前作に比べ洋形封筒に対応、保存時に自動でバックアップ作成など便利な機

能が増えました。

また、他の住所録ソフトで作成したCSVファイルから住所録をインポートすること

もできます。

http://www.de-net.com/products/kantan_ad_pro5/

らくらく印刷ハガキ作成2 株式会社デネット
ハガキのデザインは、文字、画像、図形などをかんたんに配置して自由にレイアウ

トできます。

テンプレートやイラスト素材が収録されているので、年賀状、暑中見舞い、冠婚

葬祭、年中行事などいろいろなバリエーションのハガキを作成できます。

収録されているフォントを使えば、デザイン性も向上します。

くっきりとして目立つゴシックフォントのほか、毛筆フォント、手書き風フォントが収

録されています。

住所録の作成もわかりやすくかんたんです。

複数の住所録データを保持できるので、会社とプライベートを区別したり、家族

一人一人のデータを分けて管理することができます。

http://www.de-net.com/products/raku_hagaki2/

販促チラシ印刷3 株式会社デネット
必要に応じていつでも、すぐに販促物を作成できるので、時間も費用も節約でき

ます。

思い立ったらすぐに活用することができます！

文字入力や図形・画像の配置の他に、QRコードや格子模様を作成できますの

で、クーポンやスタンプカードの作成も可能です。CSVファイルの差込機能で、顧

客別に名前を含めたDMの印刷や会員カードなどを作成することもできます。

また、文字に変形や縁取りといった加工をつけることができる特殊文字機能搭載

で、文字にインパクトをつけたいというときに役立ちます。

さらに約4000種類以上の豊富なメーカー用紙も収録！

マウスでの作業を中心としたわかりやすい操作になっているので「他社メーカーのソ

フトで挫折した」という方でもすぐに便利に活用していただけるソフトです！

http://www.de-net.com/products/chirashi_insatsu3/



バーコード工房 株式会社デネット

商品や資材などの管理に便利なバーコード「JAN-8(EAN-8)・JAN-

13(EAN-13) / ISBN-13 / 郵便カスタマーコード」および2次元コードのQR

コードを作成することができます。

2種類の画像形式「EMF(エンハンスドメタファイル)」「BMP(ビットマップ)」で保

存することができ、保存したバーコードの画像をラベル作成などの印刷ソフト等で

ご利用いただくことも可能です！

また、本ソフトにはJAN-8(EAN-8)とJAN-13(EAN-13)を連続して複数生

成できる機能を搭載！同じ商品でも色別に商品登録している場合など、連続

した複数のJANコードが必要な時に大変便利です！

連続して作成されたJANコードは、CSV保存・画像保存・CSVと画像の両方

保存から、選ぶことができますので、画像出力されたJANコードは印刷ソフトで使

い、CSVファイルは商品管理で使うなど用途別にご活用いただけます！

http://www.de-net.com/products/barstudio/

見積・納品・請求5 株式会社デネット
見積書や納品書、請求書、領収書など各種帳票を作成・印刷できるパソコン

初心者の方でも使える「見積・納品・請求」ソフトです。

金額の自動計算やデータの修正、品名が入力されている行の移動などパソコン

ならではの機能で日々の業務を快適に！

帳票の作成は得意先、自社情報の必要項目を入力するだけで作成できます。

あとは品名・数量・単価を入力するだけで金額が自動計算されます。

また、毎回入力する品名・単位・単価の組み合わせを登録しておくことができま

す。

消費税の税率設定も可能ですので税率が変わってもお使いいただけます。

http://www.de-net.com/products/mitsumori5/

名刺工房5 株式会社デネット 「仕事で使用する名刺を自分で作成したい」「仕事以外で使用するプライベート

名刺を作成したい」

本ソフトは名刺を作りたい時に必要な分だけのオリジナル名刺を、かんたんに作

成することができます。

操作方法は、用紙の型番を選択し、文字・画像などを自由に配置し、あとは印

刷ボタンを押すだけのかんたん設計。テンプレートを使用すれば、文字を差し込

み入力して、画像を差し替えるだけで名刺が完成！

デザインが苦手、どういう風に名刺を作っていいかわからない！という方の為にテン

プレートデザインを収録！前作よりもさらにバリエーションが豊富になり、270種類

以上のテンプレートを収録しました！

A4サイズとハガキサイズの用紙に対応。デジカメ写真を名刺のデザインに使用す

ることもできます。

便利な2つの編集モード(シングル / マルチ)機能があり、シングルデザインモード

は、全ての面に同じデザインの名刺を作成し、マルチデザインモードは、一面毎に

http://www.de-net.com/products/meishi5/

手作りCD･DVD印刷 株式会社デネット
作り方はとってもかんたん！

1．各メーカーの用紙型番を選択

2．文字・画像などを自由に配置

3．最後に印刷ボタンを押すだけのかんたん操作！

A4サイズとハガキサイズの用紙に対応！パソコンに保存されている写真をCD・

DVDラベルのデザインに使用することもできます!

CD・DVDラベルだけでなく、ジャケットのラベルもデザインして印刷することができ

ます。

プライベートでデザインするCD・DVD以外にも仕事で使用しているさまざまな

データが入ったCD・DVDのデザインなど色々な用途に合わせて活用できるソフト

です！

http://www.de-net.com/products/cd_dvd_print/



かんたん画像縮小変換2 株式会社デネット
ドラッグ＆ドロップの1回の操作だけで画像の縮小と変換を同時に行うことができ

ます。

また、複数の画像ファイルも一括で縮小と変換が可能です。

JPEG、GIF、PNG、BMP形式の画像に変換することができ、必要に応じて画

像の回転や画像の補整も行うことができます。

画像をメールに添付して他のパソコンや携帯電話に送信する時や、ブログ、SNS

に掲載する際にも便利！

http://www.de-

net.com/products/kantan_gazo_henkan2/

かんたん写真編集3 株式会社デネット
写真の補整をはじめ、写真の向きを変えたり、回転、反転やサイズ変更などが

前作同様、かんたんな操作で行えるので、パソコン初心者の方でもすぐにお使い

いただけます。

インターフェイスも前作よりさらにわかりやすい構成に変わり、お手持ちの写真を

読み込み、各機能のボタンを操作するだけでさまざまな写真編集を行うことがで

きます。

デジカメで撮った写真でノイズが入ったものや、暗く写ってしまって見た目が悪く

なってしまった写真の補整ができる他、写真の不要な部分を切り取ったり、モノク

ロやセピアに変えるなどお好みに合わせて写真を編集することが可能です。

さらに新たな機能として読み込んだ複数の写真を一括で自動補整できる一括

自動補整機能が加わり、写真編集がよりかんたんに楽しくできます。

http://www.de-

net.com/products/kantan_photo_hensyu3/

パソコン画面保存 株式会社デネット
パソコン上の画面をキャプチャできるので、インターネットのWEBページ画面の保

存やブログに載せる画像、資料・マニュアル用の画像作成に便利です。

キャプチャ範囲はデスクトップ、ワークエリア(スタートメニュー以外全ての範囲)、ア

クティブ(最前面に表示されている画面)から選択できます。

また、好きな範囲を指定してキャプチャ、指定した秒数ごとにタイマー設定をして

自動的にキャプチャを撮ることもできます。

画像管理ツールではキャプチャ画像やパソコン上の画像を管理、メールに添付し

て送信、A4・ハガキ・L版用紙に印刷することができます。

http://www.de-net.com/products/pc_gamen_hozon/

写真・動画にフォトムービー2 株式会社デネット

「写真を選択」「素材を追加する」「動画に出力」の操作で写真(画像)を動画

にでき、写真(画像)の切り替え方法の設定、文字の追加など、さまざまな効果

を付けることができます。

フレーム素材が収録されているので写真を楽しく装飾することや、音楽ファイル

(MP3 / WAV / M4A / AAC)があれば、動画再生に合わせて音楽を流すこ

ともできます。

動画出力のファイル形式はMP4 / MPEG1 / AVIの3種類。このファイル形式

に対応した機器があれば、

機器に入れて再生することができます。

『友達との思い出写真や旅行で撮り溜めた写真を動画にまとめて保存』、作成

した動画を『イベントで上映』『フォトフレームに入れてプレゼント』などいろいろな

用途にお使いいただけます。

http://www.de-net.com/products/photo_movie2/

動画ダウンロード保存4 株式会社デネット

YouTube、Google Video、ニコニコ動画、Dailymotion、USTREAM(アー

カイブのみ)、FC2動画の動画や音楽(音声)をパソコンに保存できるソフトです。

動画や音楽(音声)をパソコンの好きな場所に保存、iTunes、WALKMAN、

PSP、Android搭載端末に自動でインポート(転送)して楽しむことができます。

複数の動画のダウンロード予約や、ダウンロードした動画・音楽（音声）の履

歴リスト機能もあるので便利です。

複数の動画・音楽(音声）を結合できる便利な「ファイル結合ツール」も付属し

ています。

http://www.de-net.com/products/movie_dl4/



動画変換と結合と音楽だけ抜き出し 株式会社デネット お手持ちのDVDや動画ファイルを変換してiPod、iPhone、iPod touch、

iPad、WALKMAN、PSPで持ち歩いて楽しむことができるソフトです。

操作方法もとってもかんたんで、ボタンひとつで動画の変換が行うことができます。

DVDから変換の場合、好きなチャプターの動画を選び、かんたんにiPod、

iPhone 、iPod touch、iPad、WALKMAN、PSPサイズに変換することができ

ます！

変換した動画を直接iTunesに自動インポートでき、保存した動画を結合する

機能もあります。

また、動画から音楽を抽出して音楽ファイルとして保存ができます。

※対応しているDVDはDVDビデオモードのみとなります。デジタル放送を録画し

たDVDやDVD-VRモードやCSS、CPRM、CPPM等のコピープロテクション（技

術的保護手段）が施されているDVDの動画を変換することはできません。

http://www.de-net.com/products/movie_unit_music/

ほぼ全自動 動画変換支太郎 株式会社デネット お手持ちのDVDや動画ファイルを変換して各種iPod、iPhone、iPad、

WALKMAN、PSP、PS Vita、Android搭載のスマートフォンやタブレットで持

ち歩いて楽しむことやパソコンで楽しむことができるソフトです。

操作方法もとってもかんたんで、ボタンひとつで動画の変換。

DVDから変換する場合、好きなチャプターの動画を選び、かんたんに対応機種

サイズに変換することができます！

直接iTunesや対応機種に自動インポートすることができますので、かんたんに各

種機器に入れることが可能。さらに、保存した動画を結合する機能や簡易的な

動画編集ツールを付属。複数のファイルを結合したり、動画の不要な部分を切

り取ることもできるので便利です。

※対応しているDVDはDVDビデオモードのみとなります。デジタル放送を録画し

たDVDやDVD-VRモードやCSS、CPRM、CPPM等のコピープロテクション（技

術的保護手段）が施されているDVDの動画を変換することはできません。

http://www.de-net.com/products/jidou_henkan/

かんたん動画編集2 株式会社デネット
自分で撮影した動画ファイルや音楽・画像ファイルを使って「動画に音楽を挿

入」「複数の動画ファイルと結合」「動画に文字・画像を挿入」「音楽・動画の長

さの調整」「フェードイン、フェードアウト」ができます。

動画・画像・音楽ファイルは再生時間を見ながら配置できるのでかんたんに作業

できます。

動画を装飾するフレーム素材や様々な切替効果、エフェクトがあり、より魅力的

で楽しい動画を作成できます。

作成したオリジナルの動画は動画共有サイト、結婚式などで公開したり、友達へ

の贈り物にもできます。

また、お持ちの動画ファイルや音楽CDを本ソフトで読み込める形式に変換する

便利な動画変換ツール、CDリッピングツールも付属しています。

http://www.de-net.com/products/movie_edit2/



ラジオ 録音 保存2 株式会社デネット

タイマー予約で就寝中や外出中にラジオ番組の録音ができ、番組表からお好み

の番組を選ぶだけでかんたんに録音予約もできます。

時間を指定した予約、毎週・毎日などのリピート予約、複数の録音予約も設定

可能。

また新たに「今すぐ録音」機能を追加。チャンネルと終了時間を設定するだけで

すぐに予約・録音できます。パソコンで再生している音を録音できる「ダイレクト録

音ツール」も付属していますのでradiko.jp以外のインターネットラジオなどを録音

することができます。

録音した番組は、MP3 / WAV /AAC 形式でパソコンに保存ができ、さらに

iTunesやAndroid端末に直接転送する機能も追加しました！

iPodやiPhone、Android搭載スマートフォン等で持ち歩いて、いつでもどこでも

録音したラジオ番組を楽しむことができます。

http://www.de-net.com/products/radio_hozon2/

録画ハンター2 株式会社デネット
録画したい範囲をマウス操作で指定し、「録画開始」ボタンをクリックするだけで

パソコン画面に表示されている映像を録画できます。

録画した映像は、MPEG4、MPEG1形式の動画ファイルでパソコン内に保存し

てパソコン上で再生して楽しむことができます。

また、録画した映像をiTunesへ自動で登録する機能もあるので、目的に合わせ

てお使いいただくこともできます。

録画時間を設定することができる録画タイマー機能を搭載。録画する時間を予

め指定したい場合などにとても便利です。

http://www.de-net.com/products/rokuga_hunter2/

チューブとニコニコ、録り放題3 株式会社イーフロンティア 世界中のネット動画を簡単保存。動画を変換して携帯端末や音楽端末で持

ち歩けます。
http://www.e-frontier.co.jp/chunico/3/selection/

AI囲碁19 株式会社イーフロンティア AI囲碁は、デビッド・フォットランド氏による最強の誉れ高いAI思考ルーチン

「Many Faces of Go」を搭載したコンピューター対戦型囲碁ソフトです。本作

ではさらなる進化を果たし、いよいよアマチュア四段レベルに到達。ぜひお試しくだ

さい。

http://game.e-frontier.co.jp/ai/igo19/

AI将棋18 株式会社イーフロンティア AI将棋の思考ルーチン「YSS」を含む複数の思考ルーチンが、合議制により清

水市代女流王将（当時）と対戦、勝利しました。この歴史的快挙へのYSSの

貢献が認められ、AI将棋は社団法人日本将棋連盟からアマチュア五段を認定

されました。

http://game.e-frontier.co.jp/ai/shogi18/

AI麻雀13 株式会社イーフロンティア 安価なソフトにありがちな、ユーザーの分からないところで牌を操作するようなイカ

サマを一切排除しており、にもかかわらず、その強さから本物の勝負が楽しめる無

二の麻雀ソフトとして厚い支持を頂いています。

http://game.e-frontier.co.jp/ai/mahjong13/

Shade 13 Basic 株式会社イーフロンティア 国内開発の為、日本人の操作に適したインターフェイスにも定評があります。今

日からクリエイターを目指す人にも、プロにも満足いただける3DCGソフトの決定

版です。

http://www.shade13.jp/product/lineup.html

パーフェクトタイピングレッスン 株式会社イーフロンティア パソコンスクールでも利用されている、本格的タッチタイピング練習ソフト。年齢に

合わせた難易度設定が可能。ローマ字・カナ・英字入力に対応し、自分のレベ

ルに合わせてタイピングを基礎から学ぶができます。

http://www.e-frontier.co.jp/uchijirushi/



media5 スマフォで極める！ TOEIC TEST 460 株式会社メディア・ファイブ

「media5 スマフォで極める！」シリーズは、PCソフトとスマートフォンとの連携で

いつでも・どこでも学習できる新しい学習スタイルを実現する業界初の製品で

す。

音声ファイルをスマートフォンへ転送することで「いつでも・どこでも学習できる環

境」を作ります。

Android OSで動作する学習アプリ「極める！TOEIC TEST」（問題集・単

語帳を収録）をダウンロード。

PC本体では、単語帳、問題集の出題・閲覧での学習とネイティブ音声を音声

ファイルを書き出す機能を搭載。

●パソコンで！

単語帳、問題集の出題・閲覧ができます。

パソコン上でもTOEIC TESTを十分にトレーニングできる！

リスニング問題のネイティブ音声を音声ファイルに書き出し可能。

直接テキストファイルをメールで送信できる。

●スマートフォンで！

PCで書き出した音声ファイルを取り込んでどこでも学習。

テキストファイルも取り込むことで目と耳からの学習が可能です。

≪さらに　iPhoneでは！≫

音声ファイルの歌詞機能でテキストの取り込み不要！

音声の再生と同時に歌詞としてテキストが表示されます。

●さらにAndroidなら！

Android用アプリ「極める！TOEIC TEST」のダウンロードができる！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/kiwameru_460.html



media5 スマフォで極める！ TOEIC TEST 600 株式会社メディア・ファイブ

「media5 スマフォで極める！」シリーズは、PCソフトとスマートフォンとの連携で

いつでも・どこでも学習できる新しい学習スタイルを実現する業界初の製品で

す。

音声ファイルをスマートフォンへ転送することで「いつでも・どこでも学習できる環

境」を作ります。

Android OSで動作する学習アプリ「極める！TOEIC TEST」（問題集・単

語帳を収録）をダウンロード。

PC本体では、単語帳、問題集の出題・閲覧での学習とネイティブ音声を音声

ファイルを書き出す機能を搭載。

●パソコンで！

単語帳、問題集の出題・閲覧ができます。

パソコン上でもTOEIC TESTを十分にトレーニングできる！

リスニング問題のネイティブ音声を音声ファイルに書き出し可能。

直接テキストファイルをメールで送信できる。

●スマートフォンで！

PCで書き出した音声ファイルを取り込んでどこでも学習。

テキストファイルも取り込むことで目と耳からの学習が可能です。

≪さらに　iPhoneでは！≫

音声ファイルの歌詞機能でテキストの取り込み不要！

音声の再生と同時に歌詞としてテキストが表示されます。

●さらにAndroidなら！

Android用アプリ「極める！TOEIC TEST」のダウンロードができる！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/kiwameru_600.html



media5 スマフォで極める！ TOEIC TEST 730 株式会社メディア・ファイブ

「media5 スマフォで極める！」シリーズは、PCソフトとスマートフォンとの連携で

いつでも・どこでも学習できる新しい学習スタイルを実現する業界初の製品で

す。

音声ファイルをスマートフォンへ転送することで「いつでも・どこでも学習できる環

境」を作ります。

Android OSで動作する学習アプリ「極める！TOEIC TEST」（問題集・単

語帳を収録）をダウンロード。

PC本体では、単語帳、問題集の出題・閲覧での学習とネイティブ音声を音声

ファイルを書き出す機能を搭載。

●パソコンで！

単語帳、問題集の出題・閲覧ができます。

パソコン上でもTOEIC TESTを十分にトレーニングできる！

リスニング問題のネイティブ音声を音声ファイルに書き出し可能。

直接テキストファイルをメールで送信できる。

●スマートフォンで！

PCで書き出した音声ファイルを取り込んでどこでも学習。

テキストファイルも取り込むことで目と耳からの学習が可能です。

≪さらに　iPhoneでは！≫

音声ファイルの歌詞機能でテキストの取り込み不要！

音声の再生と同時に歌詞としてテキストが表示されます。

●さらにAndroidなら！

Android用アプリ「極める！TOEIC TEST」のダウンロードができる！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/kiwameru_730.html

media5 毎日10分道場 初級英単語 株式会社メディア・ファイブ
重要用語攻略ソフト！　語学学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【英単語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。英単語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立ち

ます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの英

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_eigo_syo.html



media5 毎日10分道場 中級英単語 株式会社メディア・ファイブ
重要用語攻略ソフト！　語学学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【英単語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。英単語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立ち

ます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの英

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_eigo_tyu.html

media5 毎日10分道場 上級英単語 株式会社メディア・ファイブ
重要用語攻略ソフト！　語学学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【英単語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。英単語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立ち

ます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの英

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_eigo_jyou.html



media5 毎日10分道場 英検3級 株式会社メディア・ファイブ
重要用語攻略ソフト！　語学学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【英単語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。英単語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立ち

ます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの英

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_eiken_3.html

media5 毎日10分道場 英検準2級 株式会社メディア・ファイブ
重要用語攻略ソフト！　語学学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【英単語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。英単語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立ち

ます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの英

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_eiken_j2.html



media5 毎日10分道場 英検2級 株式会社メディア・ファイブ
重要用語攻略ソフト！　語学学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【英単語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。英単語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立ち

ます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの英

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_eiken_2.html

media5 平島式東大合格暗記術 中学英単語 株式会社メディア・ファイブ
進化した「丸暗記」平島式東大合格暗記術とは？

東大卒、塾講師の平島弘一氏が中学生のときにあみだして、高校合格、東大

合格の原動力となり、塾で生徒に教えながら洗練させた暗記術が、パソコンソフ

トになりました。あなたの暗記を手伝う今までに無いソフトです。

暗記するためのポイントは二つ。必要なものだけを覚える。覚えたことを忘れない

ようにする。そのポイントを実現するためのノウハウとシステムがこのソフトにつまって

います。

●単語登録

単語登録テスト・辞書から登録・自分で登録の3種類の方法で、チェックノート

に単語を登録します。初めて見た単語をどんどん登録しましょう。単語を自分の

覚えたい形にしておくことで、より忘れにくくなります。●チェックノート

チェックノートに登録した単語は一日一回、覚えているかどうかチェックします。連

続して何度もチェックすることは出来ません。前回の記憶がうすれて、忘れそうに

なってからチェックすることで、忘れにくい強固な記憶を作り上げます。

●ファイナルチェック

5回のチェック中に2回以上「覚えている」をチェックした単語はファイナルチェック

へ。ファイナルチェックで覚えていたら、その単語は暗記済みノートにうつされます。

クリアできなかった単語は、チェックを最初からやり直し！暗記できたらチェック終

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/hira_tyugaku.html



media5 平島式東大合格暗記術 高校英単語 株式会社メディア・ファイブ
進化した「丸暗記」平島式東大合格暗記術とは？

東大卒、塾講師の平島弘一氏が中学生のときにあみだして、高校合格、東大

合格の原動力となり、塾で生徒に教えながら洗練させた暗記術が、パソコンソフ

トになりました。あなたの暗記を手伝う今までに無いソフトです。

暗記するためのポイントは二つ。必要なものだけを覚える。覚えたことを忘れない

ようにする。そのポイントを実現するためのノウハウとシステムがこのソフトにつまって

います。

●単語登録

単語登録テスト・辞書から登録・自分で登録の3種類の方法で、チェックノート

に単語を登録します。初めて見た単語をどんどん登録しましょう。単語を自分の

覚えたい形にしておくことで、より忘れにくくなります。●チェックノート

チェックノートに登録した単語は一日一回、覚えているかどうかチェックします。連

続して何度もチェックすることは出来ません。前回の記憶がうすれて、忘れそうに

なってからチェックすることで、忘れにくい強固な記憶を作り上げます。

●ファイナルチェック

5回のチェック中に2回以上「覚えている」をチェックした単語はファイナルチェック

へ。ファイナルチェックで覚えていたら、その単語は暗記済みノートにうつされます。

クリアできなかった単語は、チェックを最初からやり直し！暗記できたらチェック終

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/hira_koukou.html

media5 ミラクルゼミナール 小学1年生 株式会社メディア・ファイブ 学力比130％宣言！

【奇跡のゼミをこのソフトで実現！】

●毎日10分コース　　毎日の積み重ねで基礎力を強化しよう！

学習内容を選択すると、10分間出題されます。毎日短時間学習の積み重ね

で、学習習慣をつけましょう！

●特訓モード　　重点的な学習で苦手問題を克服しよう！

苦手問題を繰り返し学習できます。間違えた問題だけを出題し、弱点を無くし

ましよう！

●マルチメディアモード　　音声とアニメーションでわかりやすく解説

キャラクターが学習内容をわかりやすく解説してくれます。わからないところは何度

も確認しましょう！

●ゲームモード・対戦モード　　楽しみながら学習しよう！

ゲームモードでは、学習結果によりロボットを育成し、ロボリンピックで金メダルを目

指しましょう！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/miracle_Semi_1.html



media5 ミラクルゼミナール 小学2年生 株式会社メディア・ファイブ 学力比130％宣言！

【奇跡のゼミをこのソフトで実現！】

●毎日10分コース　　毎日の積み重ねで基礎力を強化しよう！

学習内容を選択すると、10分間出題されます。毎日短時間学習の積み重ね

で、学習習慣をつけましょう！

●特訓モード　　重点的な学習で苦手問題を克服しよう！

苦手問題を繰り返し学習できます。間違えた問題だけを出題し、弱点を無くし

ましよう！

●マルチメディアモード　　音声とアニメーションでわかりやすく解説

キャラクターが学習内容をわかりやすく解説してくれます。わからないところは何度

も確認しましょう！

●ゲームモード・対戦モード　　楽しみながら学習しよう！

ゲームモードでは、学習結果によりロボットを育成し、ロボリンピックで金メダルを目

指しましょう！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/miracle_Semi_2.html

media5 ミラクルゼミナール 小学3年生 株式会社メディア・ファイブ 学力比130％宣言！

【奇跡のゼミをこのソフトで実現！】

●毎日10分コース　　毎日の積み重ねで基礎力を強化しよう！

学習内容を選択すると、10分間出題されます。毎日短時間学習の積み重ね

で、学習習慣をつけましょう！

●特訓モード　　重点的な学習で苦手問題を克服しよう！

苦手問題を繰り返し学習できます。間違えた問題だけを出題し、弱点を無くし

ましよう！

●マルチメディアモード　　音声とアニメーションでわかりやすく解説

キャラクターが学習内容をわかりやすく解説してくれます。わからないところは何度

も確認しましょう！

●ゲームモード・対戦モード　　楽しみながら学習しよう！

ゲームモードでは、学習結果によりロボットを育成し、ロボリンピックで金メダルを目

指しましょう！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/miracle_Semi_3.html

media5 ミラクルゼミナール 小学4年生 株式会社メディア・ファイブ 学力比130％宣言！

【奇跡のゼミをこのソフトで実現！】

●毎日10分コース　　毎日の積み重ねで基礎力を強化しよう！

学習内容を選択すると、10分間出題されます。毎日短時間学習の積み重ね

で、学習習慣をつけましょう！

●特訓モード　　重点的な学習で苦手問題を克服しよう！

苦手問題を繰り返し学習できます。間違えた問題だけを出題し、弱点を無くし

ましよう！

●マルチメディアモード　　音声とアニメーションでわかりやすく解説

キャラクターが学習内容をわかりやすく解説してくれます。わからないところは何度

も確認しましょう！

●ゲームモード・対戦モード　　楽しみながら学習しよう！

ゲームモードでは、学習結果によりロボットを育成し、ロボリンピックで金メダルを目

指しましょう！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/miracle_Semi_4.html



media5 ミラクルゼミナール 小学5年生 株式会社メディア・ファイブ 学力比130％宣言！

【奇跡のゼミをこのソフトで実現！】

●毎日10分コース　　毎日の積み重ねで基礎力を強化しよう！

学習内容を選択すると、10分間出題されます。毎日短時間学習の積み重ね

で、学習習慣をつけましょう！

●特訓モード　　重点的な学習で苦手問題を克服しよう！

苦手問題を繰り返し学習できます。間違えた問題だけを出題し、弱点を無くし

ましよう！

●マルチメディアモード　　音声とアニメーションでわかりやすく解説

キャラクターが学習内容をわかりやすく解説してくれます。わからないところは何度

も確認しましょう！

●ゲームモード・対戦モード　　楽しみながら学習しよう！

ゲームモードでは、学習結果によりロボットを育成し、ロボリンピックで金メダルを目

指しましょう！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/miracle_Semi_5.html

media5 ミラクルゼミナール 小学6年生 株式会社メディア・ファイブ 学力比130％宣言！

【奇跡のゼミをこのソフトで実現！】

●毎日10分コース　　毎日の積み重ねで基礎力を強化しよう！

学習内容を選択すると、10分間出題されます。毎日短時間学習の積み重ね

で、学習習慣をつけましょう！

●特訓モード　　重点的な学習で苦手問題を克服しよう！

苦手問題を繰り返し学習できます。間違えた問題だけを出題し、弱点を無くし

ましよう！

●マルチメディアモード　　音声とアニメーションでわかりやすく解説

キャラクターが学習内容をわかりやすく解説してくれます。わからないところは何度

も確認しましょう！

●ゲームモード・対戦モード　　楽しみながら学習しよう！

ゲームモードでは、学習結果によりロボットを育成し、ロボリンピックで金メダルを目

指しましょう！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/miracle_Semi_6.html



media5 ﾐﾗｸﾙｽﾃｯﾌﾟ ver.2 中学1年生 株式会社メディア・ファイブ
メディアファイブの「ミラクルステップ中学生シリーズ」で成績アップ！基本五科目

（英語・国語・数学・理科・社会）にプラスして、「技術・家庭」も新たに搭載。

収録総問題数はなんと6,507問！これ一本で中学一年生の学習範囲を楽し

く学習できます。誰も教えてくれなかった家庭学習のノウハウがぎゅっと詰まってま

す！ロボット対戦型ゲーム学習機能を搭載し、飽きずに何度でも学習できる。さ

らにマルチメディアモードで苦手な単元も簡単に克服可能！楽しく学習して大き

な成果を手に入れよう！

●対戦モード

友達と一緒に学習できる！

100m走、テニス、ボクシング、マラソンの4競技で対戦！様々な問題形式で出

題されます。

●ゲームモード

楽しみながら学習できる！

ロボットを育てながら楽しく学習ができます。実際に多くの生徒が夢中でとりくんで

成果を上げています。

●特訓モード

効率的に学習できる！

テンポよくたくさんの問題を解くことができます。学習履歴機能で自分の弱点を把

握できます。

●マルチメディアモード （数学/技術・家庭 対応）

音声とアニメでわかりやすい！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/mr2_tyu1nen.html

media5 ﾐﾗｸﾙｽﾃｯﾌﾟ ver.2 中学2年生 株式会社メディア・ファイブ
メディアファイブの「ミラクルステップ中学生シリーズ」で成績アップ！基本五科目

（英語・国語・数学・理科・社会）にプラスして、「技術・家庭」も新たに搭載。

収録総問題数はなんと6,223問！これ一本で中学二年生の学習範囲を楽し

く学習できます。誰も教えてくれなかった家庭学習のノウハウがぎゅっと詰まってま

す！ロボット対戦型ゲーム学習機能を搭載し、飽きずに何度でも学習できる。さ

らにマルチメディアモードで苦手な単元も簡単に克服可能！楽しく学習して大き

な成果を手に入れよう！

●対戦モード

友達と一緒に学習できる！

100m走、テニス、ボクシング、マラソンの4競技で対戦！様々な問題形式で出

題されます。

●ゲームモード

楽しみながら学習できる！

ロボットを育てながら楽しく学習ができます。実際に多くの生徒が夢中でとりくんで

成果を上げています。

●特訓モード

効率的に学習できる！

テンポよくたくさんの問題を解くことができます。学習履歴機能で自分の弱点を把

握できます。

●マルチメディアモード （数学/技術・家庭 対応）

音声とアニメでわかりやすい！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/mr2_tyu2nen.html



media5 ﾐﾗｸﾙｽﾃｯﾌﾟ ver.2 中学3年生 株式会社メディア・ファイブ
メディアファイブの「ミラクルステップ中学生シリーズ」で成績アップ！基本五科目

（英語・国語・数学・理科・社会）にプラスして、「技術・家庭」も新たに搭載。

収録総問題数はなんと5,102問！これ一本で中学三年生の学習範囲を楽し

く学習できます。誰も教えてくれなかった家庭学習のノウハウがぎゅっと詰まってま

す！ロボット対戦型ゲーム学習機能を搭載し、飽きずに何度でも学習できる。さ

らにマルチメディアモードで苦手な単元も簡単に克服可能！楽しく学習して大き

な成果を手に入れよう！

●対戦モード

友達と一緒に学習できる！

100m走、テニス、ボクシング、マラソンの4競技で対戦！様々な問題形式で出

題されます。

●ゲームモード

楽しみながら学習できる！

ロボットを育てながら楽しく学習ができます。実際に多くの生徒が夢中でとりくんで

成果を上げています。

●特訓モード

効率的に学習できる！

テンポよくたくさんの問題を解くことができます。学習履歴機能で自分の弱点を把

握できます。

●マルチメディアモード （数学/技術・家庭 対応）

音声とアニメでわかりやすい！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/mr2_tyu3nen.html

media5 教えて English TOEIC TEST 目指せ460 株式会社メディア・ファイブ

世界初、キャラクター育成型学習システム！

あなたが問題を解くことで、トレーニングアンドロイド「ナナミ」は学習していきます。

毎日の鍛錬がナナミを成長させます。

一人で勉強を継続するのは難しい！

でも大丈夫！ナナミがあなたを導きます。

　【基本システム】

●キャラクター育成型学習システム

あなたが問題を解くことで、トレーニングアンドロイド「ナナミ」は学習していきます。

あなたの毎日の鍛練がナナミを成長させていくのです。

　【あなた好みのナナミを作ろう！】

●ナナミの外見を変化させよう！

ナナミは、あなたが学習することによってレベルアップしていきます。レベルアップごと

に、ナナミの髪型やコスチュームのバリエーションが増えていき、好みのナナミを作り

上げるが可能です。

●ナナミの性格が変化する！

ナナミは、あなたの学習成績や会話などで、性格が変化していきます。あなたとナ

ナミの相性は！？

　【多彩な機能で本格的な学習ができる！】

●基礎用語を学習

試験に必要な基礎用語を、選択・入力問題として出題し、学習の基本を身に

つけることができます。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/773_toeic460.html



media5 教えて English TOEIC TEST 目指せ600 株式会社メディア・ファイブ

世界初、キャラクター育成型学習システム！

あなたが問題を解くことで、トレーニングアンドロイド「ナナミ」は学習していきます。

毎日の鍛錬がナナミを成長させます。

一人で勉強を継続するのは難しい！

でも大丈夫！ナナミがあなたを導きます。

　【基本システム】

●キャラクター育成型学習システム

あなたが問題を解くことで、トレーニングアンドロイド「ナナミ」は学習していきます。

あなたの毎日の鍛練がナナミを成長させていくのです。

　【あなた好みのナナミを作ろう！】

●ナナミの外見を変化させよう！

ナナミは、あなたが学習することによってレベルアップしていきます。レベルアップごと

に、ナナミの髪型やコスチュームのバリエーションが増えていき、好みのナナミを作り

上げるが可能です。

●ナナミの性格が変化する！

ナナミは、あなたの学習成績や会話などで、性格が変化していきます。あなたとナ

ナミの相性は！？

　【多彩な機能で本格的な学習ができる！】

●基礎用語を学習

試験に必要な基礎用語を、選択・入力問題として出題し、学習の基本を身に

つけることができます。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/773_toeic600.html



media5 教えて English TOEIC TEST 目指せ730 株式会社メディア・ファイブ

世界初、キャラクター育成型学習システム！

あなたが問題を解くことで、トレーニングアンドロイド「ナナミ」は学習していきます。

毎日の鍛錬がナナミを成長させます。

一人で勉強を継続するのは難しい！

でも大丈夫！ナナミがあなたを導きます。

　【基本システム】

●キャラクター育成型学習システム

あなたが問題を解くことで、トレーニングアンドロイド「ナナミ」は学習していきます。

あなたの毎日の鍛練がナナミを成長させていくのです。

　【あなた好みのナナミを作ろう！】

●ナナミの外見を変化させよう！

ナナミは、あなたが学習することによってレベルアップしていきます。レベルアップごと

に、ナナミの髪型やコスチュームのバリエーションが増えていき、好みのナナミを作り

上げるが可能です。

●ナナミの性格が変化する！

ナナミは、あなたの学習成績や会話などで、性格が変化していきます。あなたとナ

ナミの相性は！？

　【多彩な機能で本格的な学習ができる！】

●基礎用語を学習

試験に必要な基礎用語を、選択・入力問題として出題し、学習の基本を身に

つけることができます。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/773_toeic730.html

media5 らくらく漢字脳　中級 株式会社メディア・ファイブ 「漢字」は教育の基礎！「漢字」は、ビジネスマンの必修科目！　実力判定、

練習問題、合否判定で漢字の力をめきめきつける！シンプルな操作性で、らくら

く学習！　「漢字脳」を使って受験戦線、ビジネス戦線連戦連勝！（漢字検

定3級程度）

●実力判定問題

１問１答形式でどんどん解けるかららくらくと自分の実力を測ることが可能！

今の自分の実力を確認しましょう！

●練習問題

分野別に分かれているかららくらくと苦手分野の克服が可能！

苦手分野を克服し、得意分野をどんどん伸ばそう！

●合否判定問題

模擬試験形式で漢字検定３級相当の問題に挑戦！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/kanjinou_tyu.html



media5 らくらく漢字脳　上級 株式会社メディア・ファイブ 「漢字」は教育の基礎！「漢字」は、ビジネスマンの必修科目！　実力判定、

練習問題、合否判定で漢字の力をめきめきつける！シンプルな操作性で、らくら

く学習！　「漢字脳」を使って受験戦線、ビジネス戦線連戦連勝！（漢字検

定2級程度）

●実力判定問題

１問１答形式でどんどん解けるかららくらくと自分の実力を測ることが可能！

今の自分の実力を確認しましょう！

●練習問題

分野別に分かれているかららくらくと苦手分野の克服が可能！

苦手分野を克服し、得意分野をどんどん伸ばそう！

●合否判定問題

模擬試験形式で漢字検定2級相当の問題に挑戦！

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/kanjinou_jyou.html

media5 平島式東大天才脳を育てる! 高校国語 株式会社メディア・ファイブ

『毎日10分道場』の楽しい学習と『平島式東大合格暗記術』の本気度

100％がタッグを組んだ！

高校の暗記科目はこのソフトで完璧マスター！

天才の脳は短時間の集中力と無駄の無い繰り返しで作られる！

平島せんせいのアドバイスと毎日の脳トレーニングで「とうだい」に行ける天才脳に

なる！

二つのシステムを一日一回繰り返すことで天才脳を育てます！

　楽しいから集中できる『毎日10分道場』

●10分ドリル

毎日1回短時間の集中学習をします。学習を進めることで「はせがわくん

（仮）」が成長し、繰り出す技が変化します！（間違え問題復習可能）

●脳トレーニング

3種類のトレーニング方法で集中力と記憶力を刺激し学習脳を鍛えます。（レ

ベルアップでアイテムGET）

●特訓学習

時間制限なく閲覧と出題で各単元の重要用語を確認できます。（テキスト書

き出し、メール転送、プリントアウト可能）

簡単だから継続できる！『平島式東大合格暗記術』

●単語登録

覚えたい単語をどんどん登録

●チェックノード

登録した単語を毎日1回チェック

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/tensai_kou_kokugo.html



media5 平島式東大天才脳を育てる! 高校日本史 株式会社メディア・ファイブ

『毎日10分道場』の楽しい学習と『平島式東大合格暗記術』の本気度

100％がタッグを組んだ！

高校の暗記科目はこのソフトで完璧マスター！

天才の脳は短時間の集中力と無駄の無い繰り返しで作られる！

平島せんせいのアドバイスと毎日の脳トレーニングで「とうだい」に行ける天才脳に

なる！

二つのシステムを一日一回繰り返すことで天才脳を育てます！

　楽しいから集中できる『毎日10分道場』

●10分ドリル

毎日1回短時間の集中学習をします。学習を進めることで「はせがわくん

（仮）」が成長し、繰り出す技が変化します！（間違え問題復習可能）

●脳トレーニング

3種類のトレーニング方法で集中力と記憶力を刺激し学習脳を鍛えます。（レ

ベルアップでアイテムGET）

●特訓学習

時間制限なく閲覧と出題で各単元の重要用語を確認できます。（テキスト書

き出し、メール転送、プリントアウト可能）

簡単だから継続できる！『平島式東大合格暗記術』

●単語登録

覚えたい単語をどんどん登録

●チェックノード

登録した単語を毎日1回チェック

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/tensai_kou_nihonsi.html



media5 平島式東大天才脳を育てる! 高校世界史 株式会社メディア・ファイブ

『毎日10分道場』の楽しい学習と『平島式東大合格暗記術』の本気度

100％がタッグを組んだ！

高校の暗記科目はこのソフトで完璧マスター！

天才の脳は短時間の集中力と無駄の無い繰り返しで作られる！

平島せんせいのアドバイスと毎日の脳トレーニングで「とうだい」に行ける天才脳に

なる！

二つのシステムを一日一回繰り返すことで天才脳を育てます！

　楽しいから集中できる『毎日10分道場』

●10分ドリル

毎日1回短時間の集中学習をします。学習を進めることで「はせがわくん

（仮）」が成長し、繰り出す技が変化します！（間違え問題復習可能）

●脳トレーニング

3種類のトレーニング方法で集中力と記憶力を刺激し学習脳を鍛えます。（レ

ベルアップでアイテムGET）

●特訓学習

時間制限なく閲覧と出題で各単元の重要用語を確認できます。（テキスト書

き出し、メール転送、プリントアウト可能）

簡単だから継続できる！『平島式東大合格暗記術』

●単語登録

覚えたい単語をどんどん登録

●チェックノード

登録した単語を毎日1回チェック

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/tensai_kou_sekaisi.html

media5 重要用語 毎日10分道場 宅建試験 株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_takuken.html



media5 重要用語 毎日10分道場 初級シスアド試験 株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_sisuado.html

media5 重要用語 毎日10分道場 基本情報技術者

試験

株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_kihon.html



media5 重要用語 毎日10分道場 FP技能検定試験

3級

株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_fp3.html

media5 重要用語 毎日10分道場 マンション管理士・

管理業務主任者試験

株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_mankan.html



media5 重要用語 毎日10分道場 福祉住環境コー

ディネーター検定試験2･3級

株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_fukusi.html

media5 重要用語 毎日10分道場 ケアマネジャー試験 株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

時間に制限なく自由に学習できます。閲覧と出題が可能なので、項目ごとの重

要用語のチェックや実力アップの特訓に最適です。

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_keamane.html



media5 重要用語 毎日10分道場 販売士検定試験

2・3級

株式会社メディア・ファイブ

重要用語攻略ソフト！　資格学習に対応しました。毎日10分・短時間で集中

学習。

脳科学の権威・茂木健一郎氏も「細切れ時間にこそ、できることが無限にある」

と述べています。

通勤通学時間、休み時間など日常のスキマ時間を有効に活用し、重要用語

の鍛錬を目指したソフトです。

【重要用語はスキマ時間で習得！】

●10分ドリル

少しの時間に一瞬で集中して一気に学習できます。集中した密度の高い学習

は、記憶力を高めるのに効果的です。また、学習を進めることでキャラクターのレ

ベルが上がり、アクションが変化していくので学習を飽きさせません。学習ノルマ時

間は10分以外の設定も可能。

●脳トレーニング

3種のトレーニング法を活用して集中力と記憶力を交互に鍛錬し、学習脳を育

てます。重要用語の読み取り訓練にもなるので、瞬間判断能力が試験に役立

ちます。また、気分転換として学習の合間におすすめです。

●特訓学習

http://www.media-

5.co.jp/hp/products/txtfile/10f_hanbai.html

KINGSOFT Office2013 Standard キングソフト株式会社
KINGSOFT Officeは、Microsoft社の提供するオフィスソフト、「ワード」「エク

セル」「パワーポイント」で作成したファイルの閲覧・編集が可能な互換 オフィスソ

フトです。「KINGSOFT Writer」では、従来のワープロソフトとしての機能はもち

ろん、はがきやチラシなどの文書の作成が出来ます。「KINGSOFT

Spreadsheets」では、マイクロソフトのエクセルを使ったことがある方ならまったく

違和感なく、今までの操作方法でご利用いただけます。数式や 関数、コアユー

ザー向けのショートカットキーもほぼそのままお使いいただけます。「KINGSOFT

Presentation」では、会議などで発表するための表やグラフ、図などを利用した

スライド資料の作成はもちろん、高度なスライドショー、アニメー ション作成機能

にも対応しておりオリジナルのテンプレートも充実しています。

http://www.kingsoft.jp/office/

Music Maker Silver 株式会社AHS 高性能音楽編集ソフト「Music Maker」の機能限定版です。楽曲の調整など

にはもちろん、作曲にもご利用いただけます。
無し

Video Easy SE 株式会社AHS 簡単ビデオ編集ソフト「Video Easy」の機能限定版です。WMVの動画出力

に機能が限定されていますが、キャプチャデバイスからの映像取り込みや、写真や

イラストからスライドショーの作成など、様々な用途にご利用いただけます。

無し

Foxit PhantomPDF Standard 株式会社FoxitJapan
数々の受賞歴を持つFoxit PhantomPDFは、個人用ドキュメントからビジネス

用途のフォーム、合意文書の作成、重要書類のアーカイブに至るまで、プロフェッ

ショナルなPDFドキュメントをすばやく、セキュアかつリーズナブルに作成・編集でき

ます。PDFファイルの作成、編集、セキュリティ設定、ページ編集、注釈の追加・

編集、フォームデザイン等の機能を、他社製品の3倍以上の速度性能で実現し

ます。

http://www.foxit.co.jp/products/phantomPDF/index.html



ﾁｭｰﾌﾞ&ﾆｺ録画4 Windows版 株式会社マグノリア
YouTubeやニコニコ動画を高画質でダウンロード 新機能！ダイレクトムービーレ

コーダー搭載でどんな動画も録画可能

 チューブ＆ニコ録画４は､YouTubeやニコニコ動画の動画を録画しパソコンや

iPhone/iPad/iPod、AndroidやPSP/Walkmanなどで視聴可能な形式に

変換するソフトです。

また、YouTubeやニコニコ動画以外の動画でも、新機能のダイレクトムービーレ

コーダーでパソコン画面で再生されている映像をなんでも録画することができま

す。

http://www.magnolia.co.jp/products/utility/tnico/4/index

.htm

動画＆DVDﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞPRO2 Windows版 株式会社マグノリア
様々な動画のファイル形式の変換を行うソフトです。DVDビデオ、Youtubeやニ

コニコ動画の動画、ビデオカメラやカメラ付き携帯電話で撮影した動画、デジカメ

動画などを、iPhone/iPad/PSP/携帯電話(*1)、DVDビデオなど様々な形

式に変換します。

さらに、超解像技術により高画質な変換を実現したほかビットレート、画像サイ

ズ、字幕/音声（DVD)、黒枠付けなどの細かい画質/音質設定が可能です。

また、ダイジェストフォト機能により、動画のサムネール一覧をJPEG/BMP画像と

して保存できます。

http://www.magnolia.co.jp/products/utility/dgdv/02/w/

ラジ録２ Windows版 株式会社マグノリア
Radikoが録音できる！タイマー予約も可能。Radiko以外のWebラジオも録

音可能。

 人気のインターネットラジオ放送「Radiko(ラジコ)」を録音し、MP3形式/ACC

形式で保存できます。 複数の予約やリピート予約設定などタイマー予約も充

実。さらにPCで再生される音を録音する「ダイレクト録音」機能も搭載、ラジコ

以外のWebラジオ等も録音可能です。

http://www.magnolia.co.jp/products/utility/rdorec/2/w/

IT囲碁 株式会社マグノリア
世界大会優勝エンジン搭載＆布石・定石の強化で新たな強さを実現。

 コンピュータ囲碁世界大会優勝のエンジンを搭載。加えて新機軸の多面指し

機能を搭載、最大６面まで同時に指せます。

http://www.magnolia.co.jp/products/game/itig/1/

IT麻雀 超3D 株式会社マグノリア
全自動雀卓を極限まで３Ｄで再現。

 雀荘でおなじみの全自動雀卓の動きを余すところ無く３Ｄで再現。まさに雀荘

気分が味わえます。

http://www.magnolia.co.jp/products/game/itmj/1/

IT将棋 株式会社マグノリア
竜王をもうならせたあのBonanzaエンジン搭載！

 世界大会初出場で初優勝という快挙をなしとげ、竜王とも対戦したあの

Bonanzaエンジンを搭載。最大４面までの多面指しが可能です。

http://www.magnolia.co.jp/products/game/itsg/1/

百人一首 株式会社マグノリア パソコン上で簡単に百人一首の練習やコンピュータ相手の競技がお楽しみ頂け

ます。美声による読み上げ音声は、男女の声が選択できます。また、お子様でも

お楽しみ頂ける「坊主めくり」も収録されています。



トランプ 株式会社マグノリア 大富豪、ポーカー、７並べ、スピードの4種類のトランプゲームを収録！

トランプソフトの決定版です！それぞれ遊び方も詳解。

お昼休みに、トランプゲームの習得に、末永くお遊び頂けるソフトです。

花札 株式会社マグノリア
日本の伝統的なカードゲーム花札。実は結構たくさんの種類の花札ゲームが存

在します。

代表的なこいこい、花合わせをはじめ、計６種類を収録。見た目にも美しい札

で、

華やかなひとときをお楽しみ下さい。

ナンプレ 株式会社マグノリア
パズルで脳をグルグル回して脳を若返らせる！

3×3のブロックに区切られた 9×9 の正方形の枠内に1～9までの数字を入れる

一般的に数独やナンバープレイスと呼ばれている数字パズルです。

ゲームとしてもとても楽しく、数字をつかったロジカルな思考トレーニングになりま

す。

若脳パズル ナンプレでは4x4の初心者向けパズルから16x16の上級者向けパ

ズルを選べます。

ナンクロ 株式会社マグノリア パズルで脳をグルグル回して脳を若返らせる！

クロスワードパズルと似た白マスと黒マスからなる盤面の、白マス全てを文字で埋

めるパズルです。

クロスワードパズルと異なりカギ（ヒント）はなく、最初に何文字かだけ対応が与

えられていて、その対応にしたがってマスをカナや漢字で埋めていくゲームです。

少々難しいですが、記憶力や閃きを促すトレーニングになります。

若脳パズル ナンクロでは「カナ」と「漢字」の２種類をご用意！ 難易度も「初

級」「中級」「上級」をご用意し、ヒントもございますので、初めての方でも安心し

て遊べます。

チェス 株式会社マグノリア ヨーロッパを代表するテーブルゲーム、チェス。

コンピュータの強さは３段階に調節可能です。

また、盤面の大きさは640x480～1280x1024まで幅広く対応。

五目並べ 株式会社マグノリア 囲碁は難しいけど五目並べなら・・・という方も多いと思います。簡単なルール、

短い試合時間など、手軽なゲームとして昔から親しまれてきました。「バリュー五

目並べ」は、強さも４段階から選べ、初心者にも優しい設計となっています。

軍人将棋 株式会社マグノリア 男の子なら誰でも昔は熱くなった、懐かしい「軍人将棋」がパソコンソフトになりま

した。相手の裏をかくような駒の配置が勝利のカギです。横８マスおよび６マスタ

イプが選択できます。

麻雀入門 株式会社マグノリア
麻雀を１から学びたい、という方のためのソフトです。従来の、

ただ画面で見る参考書＋対戦ソフトではなく、パソコンで学ぶ意味を重視しまし

た。

少し覚えたら、実践形式で実際にその局面をプレイして、インタラクティブに学べ

る

「指導麻雀」を採用。飽きがこない作りになっています。

囲碁教室 株式会社マグノリア
これから囲碁を始めたい人向けの囲碁入門ソフト。用具の説明から勝敗計算ま

で解説しており、効率よく囲碁の初歩が学べる。また本格的囲碁ソフトを搭載。



詰将棋入門 株式会社マグノリア
基礎を講座で学びコンピュータとの対局も可能な詰将棋入門ソフト。詰将棋の

先駆者・山村隆治が書き下ろした講座を元に基礎から学び、200問の問題で

コンピュータを相手に練習する。詰将棋エンジンにより、新聞掲載の詰将棋の答

えが出せるほか、問題を入力し、実際にコンピュータ相手に対局することも可

能。対局中に間違った手を指すと、コンピュータが応手してとがめてくれる。

速読マスター２ 株式会社マグノリア 右脳の活性化との相乗効果で読書スピードが５倍に！

 目標とする３０００字/分という高速読みに効果的な右脳訓練を充実させま

した。右脳を開化させることにより、文字を認識してから脳が理解する課程のボト

ルネックを解決し、驚くほど読書スピードが向上します。

http://www.magnolia.co.jp/products/utility/soku/02p/ind

ex.htm

ホームページそのまま印刷PRO 株式会社マグノリア
ホームページの印刷トラブルをすべて解決！

 通常だと右端が一部切れて印刷されてしまうページも横幅を用紙サイズに合わ

せた印刷が簡単にでき、縦長のページも自動的に段組して見やすく用紙1枚に

縮小印刷することが出来ます。また、簡単に必要な部分のみ切り抜いて印刷す

ることも可能で、用紙やインクの無駄使いを削減できます。 PDFやJPEG等への

書き出し保存にも対応しており、データの管理や受け渡しが簡単に行えます。

http://www.magnolia.co.jp/products/utility/snmm/n/inde

x.htm

右脳鍛錬ウノタン 高める判断力 BBソフトサービス

「右脳鍛錬ウノタン 高める判断力」は、右脳トレーニングの第一人者七田眞(し

ちだまこと)氏のメソッドによる、右脳トレーニングソフトです。

スピーディに出題されるシンプルな問題が、大量な視覚情報の処理を得意とす

る右脳を活性化し、記憶力/集中力/判断力を鍛えます。仕事に、勉強に、脳

の健康に、もっと右脳を活用したいけれど、時間に追われる大人におすすめの本

格脳力トレーニングです。

【ゲームの特徴】

・右脳トレーニングの第一人者 七田眞(しちだまこと)氏のメソッドを採用していま

す。

・記憶力/集中力/判断力に効く15のトレーニングを収録しています。

・判断の材料となる情報量が増加・複雑化するほど、思い込みや勘で行動し、

失敗しがちです。こんなとき、右脳の大量情報処理能力が、短時間での複雑か

つ大量な情報分析と正しい状況判断に役立ちます。

・ビジネス上の決断で迷いがちな人、試験の選択肢で迷いがちな人、日常生活

での勘やひらめきを高めたい人におすすめです。

【ゲーム内容】

・ドッツ

ドットの数を瞬時に数えるゲームです。どんどんドットが増えていきます。

・カラー

一番多い色はどれかを選びます。瞬間的に状況を判断する直感力鍛えましょ

う。

無し



右脳鍛錬ウノタン 高める記憶力 BBソフトサービス

「右脳鍛錬ウノタン 高める記憶力」は、右脳トレーニングの第一人者七田眞(し

ちだまこと)氏のメソッドによる、右脳トレーニングソフトです。

スピーディに出題されるシンプルな問題が、大量な視覚情報の処理を得意とす

る右脳を活性化し、記憶力/集中力/判断力を鍛えます。仕事に、勉強に、脳

の健康に、もっと右脳を活用したいけれど、時間に追われる大人におすすめの本

格脳力トレーニングです。

【ゲームの特徴】

・右脳トレーニングの第一人者 七田眞(しちだまこと)氏のメソッドを採用していま

す。

・記憶力に効く15のトレーニングを収録しています。

・1回約2分でプレイできるので、待ち時間などの隙間時間にトレーニングできま

す。

・右脳活性法の基本となる、イメージ記憶力を養うトレーニングが中心。毎日の

脳のウォーミングアップにも効果的です。

・ビジネスに記憶力を役立てたい人、受験や資格取得学習の効率アップに、脳

の健康を維持したい方におすすめです。

【ゲーム内容】

・図形記憶

出題と同じ図形はどれかを選びます。右脳を使ったイメージ記憶のトレーニングで

す。

・数字記憶

無し



右脳鍛錬ウノタン 高める集中力 BBソフトサービス

「右脳鍛錬ウノタン 高める記憶力」は、右脳トレーニングの第一人者七田眞(し

ちだまこと)氏のメソッドによる、右脳トレーニングソフトです。

スピーディに出題されるシンプルな問題が、大量な視覚情報の処理を得意とす

る右脳を活性化し、記憶力/集中力/判断力を鍛えます。仕事に、勉強に、脳

の健康に、もっと右脳を活用したいけれど、時間に追われる大人におすすめの本

格脳力トレーニングです。

【ゲームの特徴】

・右脳トレーニングの第一人者 七田眞(しちだまこと)氏のメソッドを採用していま

す。

・集中力に効く15のトレーニングを収録しています。

・簡単な課題も、集中力が欠けるとミスしがちです。「高める集中力」は、与えら

れた情報から答えを探しだすゲームを中心に構成しています。大量の情報の中

から瞬時に正解を見出す際に力を発揮するのが、集中力と右脳のイメージ処理

能力です。

・「失敗できない」場面で力を発揮するには、日頃の集中力トレーニングが大事

です。ミスを許されない仕事や、受験や試験・スポーツ競技本番の集中力を高

めたい人、日頃うっかりミスの多い人におすすめです。

【ゲーム内容】

・仲間さがし

同じイラストを2つ見つけ出しましょう。どんどんイラストが増えていきます。

・文字さがし

無し



ウルトラパソコン高速化　for Windows Vista BBソフトサービス

あなたのパソコンをもっと高速にもっと快適にカスタマイズするソフト。時間のかかる

複雑で面倒な設定を簡単に実行できます！

■ワンクリックでWindows OSが速くなる！複雑で面倒な設定を簡単カスタマ

イズ！

■パソコンの起動を高速化！自動起動する不要なソフト・サービスを整理整

頓！

■アプリケーションの起動も高速化！よく使うソフトを自動的にスタンバイ！

■操作は簡単！ワンクリックでおまかせ高速化！

「おまかせ高速化」 は、ボタンをクリックするだけの簡単操作で、各種プロパティや

レジストリの変更など、パソコンのパフォーマンスを改善できる面倒で難しい設定を

自動的に実行します。また、変更した項目はいつでも元に戻すことができ、「高

速化カスタマイズ」 で各設定を自分で行うことも可能です。

■Windows Vistaの起動を高速化！

パソコン起動時に自動で立ち上がるスタートアッププログラムや、サービスのうち、

実用的ではないと思われるものを整理し、Windowsの起動を高速化します。

■よく使うソフトの起動を高速化！

「アプリケーション高速化機能」で、メールソフトやブラウザ、オフィスソフトなど、よく

使うソフトを自動的にスタンバイさせ、起動を高速化します。

《主な対応アプリケーション》

Internet Explorer 6/7/8、Windowsライブメール、Microsoft Outlook

（2003/2007）、Microsoft Excel（2003～2007）、Microsoft

Word（2003～2007）、Microsoft PowerPoint（2003～2007）、

無し



ウルトラパソコン高速化　for Windows 7 BBソフトサービス

あなたのパソコンをもっと高速にもっと快適にカスタマイズするソフト。時間のかかる

複雑で面倒な設定を簡単に実行できます！

■ワンクリックでWindows OSが速くなる！複雑で面倒な設定を簡単カスタマ

イズ！

■パソコンの起動を高速化！自動起動する不要なソフト・サービスを整理整

頓！

■アプリケーションの起動も高速化！よく使うソフトを自動的にスタンバイ！

■操作は簡単！ワンクリックでおまかせ高速化！

「おまかせ高速化」 は、ボタンをクリックするだけの簡単操作で、各種プロパティや

レジストリの変更など、パソコンのパフォーマンスを改善できる面倒で難しい設定を

自動的に実行します。また、変更した項目はいつでも元に戻すことができ、「高

速化カスタマイズ」 で各設定を自分で行うことも可能です。

■Windows 7の起動を高速化！

パソコン起動時に自動で立ち上がるスタートアッププログラムや、サービスのうち、

実用的ではないと思われるものを整理し、Windowsの起動を高速化します。

■よく使うソフトの起動を高速化！

「アプリケーション高速化機能」で、メールソフトやブラウザ、オフィスソフトなど、よく

使うソフトを自動的にスタンバイさせ、起動を高速化します。

《主な対応アプリケーション》

Internet Explorer 6/7/8、Windowsライブメール、Microsoft Outlook

（2003/2007）、Microsoft Excel（2003～2007）、Microsoft

Word（2003～2007）、Microsoft PowerPoint（2003～2007）、

無し



データ復活・完全削除５ マグノリア

Windows8にも対応！

「データ復活機能」

----ゴミ箱から削除したデータが復活!----

～データ復活機能～

■業界最高水準のデータ復活精度と検索速度(弊社調べ)

■ハードディスクだけでなく、デジカメ上で削除したデータも復活!

デジカメ上でうっかり写真を削除した場合、PCカードやUSB接続のカードリーダに

メディアを入れて削除データを検索すれば簡単にデータが復活できます。

■フォーマットや、パテーション削除をしたドライブでもデータ復活

さまざまなドライブのトラブルに対応します。

■サムネール表示

画像ファイルをサムネール表示。探したい画像ファイルを的確に見つけられます。

■さまざまなメディアに対応

FD/HD/MO/Zip/コンパクトフラッシュ/スマートメディア/SDメモリカード

(miniSD・マイクロSD含む)/xDピクチャカード/メモリスティック対応

「データ完全削除機能」

----見られたくないデータを完全削除!----

～データ完全削除機能～

■信頼性の高い削除方法を採用

米国国防総省標準方式等、信頼性の高い削除方法を採用しております。10

レベルの削除方法から選択可能です。レベルが高くなるほど信頼性が高くなりま

すが、削除に必要な時間が長くなります。

http://www.magnolia.co.jp/products/utility/utdt/5/index.

htm

AKVISアートワーク(写真を水彩画に!) 株式会社ネクステッジテクノロジー AKVISアートワークはイメージ写真からとてもリアルな油絵や水彩画などを作り

出します。

デフォルト設定でも、手描きの作品と見間違うようなエフェクト結果を得ることがで

きます。

さらに、オプションを調整し、様々な油絵のスタイルを探求することができます。

より高い柔軟性と、最終的な絵がどのように見えなければならないのかとの考えか

ら、Stroke Directionと呼ばれるツールを搭載しています。この半自動かつ高

性能ツールは、筆感のコントロールを可能にします。

特別なブラシを使ってガイドラインを作り、そのガイドラインに沿って筆の方向を決

め、イメージ写真を絵画へと変換します。

この技術により、人間の髪の毛、パターンやテクスチャが正しい向きとなり、エフェク

ト後、とても現実的な絵となることを可能にしています。

油絵への変換の他にも、キャンバス処理とアーティストのサイン機能を搭載してい

ます。

絵画表面の質感の変更が可能で、キャンバスや紙など様々な素材を表現し、

絵画をさらにリアルなものにします。また、自分のフォントや色で、絵にサインや銘

http://www.shareedge.com/modules/shareware/view.ph

p?lid=20081120-001&gid=3



AKVISエアブラシ(写真をエアーブラシ画に!) 株式会社ネクステッジテクノロジー AKVIS AirBrushは写真をエアブラシで描いた(ぼかし処理された)絵画に変換

するソフトです。 ぼかし処理 は、エアブラシやスプレーガンなどの特殊なツールを

使ったペイント技法です。直接テクスチャに触れることがないこの技法では、薄い

ストローク、些細ともいえるディテール、ぼかしたエッジを追加できます。処理結果

は素晴らしく、たいてい写真のような鮮明な品質と驚くべきリアル感が得られま

す。

エアブラシによるぼかし処理の技法は、自由な芸術的表現と多彩な絵の具の利

用を可能にします。絵の具には、油絵用絵の具、アクリル絵の具、グワッシュ絵の

具、水彩絵の具、そしてインクも使えます。この技法は非常に一般的になってき

ているため、この技法を目にする可能性はどこにでもあります。どんなところでもこ

のペイント技法を使うことができます。車体製造業では良く使われる技法で、

車、オートバイ、ヘルメットなどにグラフィックを追加する際に使用します。さらに、

携帯電話、コンピュータ、家電製品のデコレーション、Ｔシャツのデザインやネイル

アートの作成にも利用できます。この技法を使うと、1枚の写真が芸術作品に早

変わりします。この技法は、現代美術の新しいトレンドとなりつつあります。この技

法を使った作品は、これまでにない鮮やかさと詳細度により、仕上がりが素晴らし

http://www.shareedge.com/modules/shareware/view.ph

p?lid=20130416-001&gid=3

AKVISオイルペイント(写真を油絵に!) 株式会社ネクステッジテクノロジー
AKVIS オイルペイント は、写真を油絵風に変換するソフトウェアです。ブラシ ス

トロークの芸術的な適用を行うユニークなアルゴリズムにより、本当に油絵をブラ

シで描いたように変換されるという特徴があります。

油絵の具を使って油絵を完成させるには、長くて複雑なプロセスが必要になりま

す。一般的には、完成までに1ヶ月ほどかかります。この最先端技術を駆使した

ソフトウェアを使えば、画家になったつもりで、ほんの数分で写真を油絵風に変身

させることができます。

http://www.shareedge.com/modules/shareware/view.ph

p?lid=20131212-001&gid=3

AKVISカラリアージュ(写真の色置き換え) 株式会社ネクステッジテクノロジー

AKVISカラリアージュは、写真や画像など、カラー写真を好みの色調に色付けす

ることができます。

 白黒写真に色を塗ったり、カラー写真をセピア色、パステル、モノクロなど、お好

きな色に自由自在に変更できます。家族の古い白黒写真に色付けしてカラー

写真にしたり、おばあちゃんの学校時時代の写真に色を付けてプレゼントにしてく

ださい。また、あなたの車の色を取り替えてみたり、あなたが自身の写真を利用し

て、髪を染めて、赤くする場合どのように見えるかを見ることができます。

AKVISカラリアージュ は、自然な色付けを迅速に、簡単に行うことがで、人物写

真、風景画、ファッションに色付けすることができます。肌の色、空、新緑、や木の

色パターンが準備されているので、よりリアルな色を容易に選択することができま

す。

http://www.shareedge.com/modules/shareware/view.ph

p?lid=20050510-001&gid=3



AKVISメイクアップ(顔写真の美肌化!) 株式会社ネクステッジテクノロジー AKVISメイクアップを使うと、写真に魅力が加わり、プロのような仕上がりが期待

できます。

肌のにきびやシミなどを取り除き、明るく、美しく、澄んだ肌を作り出します。肌の

色（顔色）を良くすると、さわやかで、活気に満ちた若々しい印象になることに

驚くでしょう。

ファッション業界といえば、スタイルが良く、魅力的な写真が特徴です。しかし、そ

のような写真は、雑誌に載る前に処理されていることを知る人は少ないでしょう。

プロの写真家が使用する秘密のテクニックが誰にでもできます！

写真を AKVISメイクアップで開き、[実行] ボタンをクリックするだけです。肌のレ

タッチとリフレッシュを行いますが、肌以外の部分に影響を与えることはありませ

ん。

http://www.shareedge.com/modules/shareware/view.ph

p?lid=20110617-001&gid=3

AKVISリフォーカス(写真のミニチュア効果) 株式会社ネクステッジテクノロジー
 デジカメは日常の1コマのキャプチャのための良いお供といえます。持ち歩きに便

利で、時間の節約になる自動設定機能も充実しています。しかし、時々、撮影

対象から焦点がずれることにより写真がぼけてしまうことがあります。

AKVISリフォーカスはそのような写真の修整を行うために開発されたソフトです。

ピンぼけしたイメージを鮮明に、イメージ全体の処理を行うことはもちろん、背景

に対して手前の被写体などが目立つように指定部分のみピントの調整を行うこと

もできます。ぼけ味やレンズぼかし効果を与えることもできます。

http://www.shareedge.com/modules/shareware/view.ph

p?lid=20101222-001&gid=3

PrintOne 株式会社インフィニテック

プリンターやアプリケーションに制限されることなく、プレビューで確認しながら、プレ

ビューで確認しながら、インクの使用量削減や、ページをまとめたり不要なページ

を削除して用紙を削減できます。

主な機能:

■インク使用量削減

・印刷濃度を調整することで、インク使用量を削減

■複数ページ印刷機能

・印刷を複数ページ印刷(1/2/4/8面付)に指定し印刷枚数を削減

■グレースケール機能

・カラーをワンタッチでモノクロ(グレースケール)印刷

■まとめ印刷機能

・ワード、エクセル、パワーポイント、PDF、等、まとめて印刷

■PDF出力

・PrintOneウィンドウの印刷先にPrintOnePDFが追加され、プロパティにて



HD革命/バックアップ3WAY 株式会社アーク情報システム
以下の３つのモードでバックアップをとることができます。

「バックアップ」

同期元フォルダーのデータを同期先フォルダーへ定期的にバックアップします。

「ミラーリング」

同期元フォルダーに対する操作を同期先フォルダーへリアルタイムに適用します。

「同期」

同期元フォルダーと同期先フォルダーを一定時間ごとに比較し、差異があるデー

タを同期します。

バックアップされたデータは、バックアップファイルとして圧縮は行なわないため、その

まま開くことができます。

http://www1.ark-info-

sys.co.jp/products/hdbk3way/index.html

あいこぴ！ 株式会社アーク情報システム
iPhone/iPad/iPodのデータのバックアップを行うWindowsソフトウェア

http://www1.ark-info-

sys.co.jp/products/aikopi/index.html
HD革命/Eraser ファイル抹消 株式会社アーク情報システム

ファイル、フォルダー、特定の領域の抹消を行うソフトウェア
http://www1.ark-info-

sys.co.jp/products/hder/hder5/fileerase.html
筆ぐるめ パーソナル 富士ソフト株式会社 「筆ぐるめ」は「たのしく・かんたん・きれい」をコンセプトにしている、初心者でもかん

たんに使えることで評判のはがき作成ソフトウェアです。初めて使う人でも安心の

「ナビ機能」などにより、迷わず住所録やはがきを作成できます。作業する順番に

ボタンが配置されており、左から右へ順に進んでいくだけで完成。往復はがきにも

対応し、同窓会の案内状や結婚式の招待状など往信面、返信面の作成・印

刷がおこなえます。その他にも文例の作成・編集機能など、様々な場面で活躍

できる豊富な機能を搭載。また、宛て名面は住所や氏名の大きさを考慮しバラ

ンス良く自動でレイアウト。宛て名専用モードで住所録がラクラク作成できます。

http://fudegurume.jp/



ほんとのタイピング 株式会社ジャングル

■スキルに合わせてしっかり学べるトレーニングカリキュラム！

基礎から学びたい、タイピングスピードをもっと向上させたいなど、自分のタイピング

スキルに合わせてトレーニング方針を選択可能。

●トレーニング・・・下記4項目から選択可能

・基礎から学んでいきたい。（初心者向け）

・総合的に練習したい。（中級者以上向け）

・キーをどの指で打つか徹底的に鍛えたい。

・タイピング速度も精度も徹底的に鍛えたい。

■タイピングスキルをもっと向上させる集中トレーニング！

「速度を鍛える」「正確性を鍛える」「苦手を克服する」などのメニューから、

自分が高めたいものを選び、徹底的に反復練習を行います。

●タイピング練習・・・3種類のタイピング練習

・今日のトレーニング ： スケジュールに基づきトレーニングを行う

・集中トレーニング ： トレーニング内容やジャンルを選択し重点的に練習を行う

・検定試験 ： 実戦形式で自分の実力を確かめる

■音声ガイダンスでわかりやすくトレーニング

各ステップごとに女性ナビゲーターがタッチタイピングの基礎から応用などをわかりや

すく説明。またトレーニング中にも的確なアドバイスを行います。

■かな入力にも対応！

覚えやすいローマ字入力はもちろん、覚えれば断然速い、かな入力のトレーニン

グも行えます。ローマ字入力が苦手という人はもちろん、速さを追求したい方に最

適です。

●トレーニング選択・・・トレーニングは36項目。コース選択により、最大30ト

レーニングが用意されています。

指毎のトレーニング／キーボード水平単位／苦手キーの練習／50音／濁音・

http://www.junglejapan.com/products/edu/typing/

ファイナルTimelineバックアップ AOSテクノロジーズ株式会社 本ソフトウェアは、リアルタイムでファイルのバックアップを行い、タイムラインで世代

管理できるバックアップソフトウェアで、あなたの作業を中断することなく、バックグラ

ンドでデータをバックアップします。また、バックアップしたファイルは、削除したファイ

ルであってもボタンをクリックするだけで簡単に取り出せます。

http://backup119.jp/timeline/

Thinkwise SE 株式会社ヴェガピア ThinkWiseはマインドマップ(Mindmap)を基盤とした思考革新ツール兼ビジネスツールです。

MS-Officeとの互換で必要なフォーマットのビジネス文書として活用できます。（Stdバージョンでは

Wordのみ）

日程管理、プロジェクト管理ツールとしても活用できます。

正式バージョンであるAREAバージョンではコミュニケーションを重視したコラボレーション機能で会議

や協業ができます。

http://www.thinkwise.jp/product/product.asp

http://www.thinkwise.jp/product/product.asp


Wise Care 365 PRO WiseCleaner.com Wise Care 365 PRO は、最新の高度なアルゴリズムを採用し、超高速かつ簡単な操作で不要

ファイル、無効なレジストリエントリ、セキュリティに関する潜在的な問題点等を検出し、遅くなったコ

ンピューターを高速化します。

【主な機能一覧】

■レジストリークリーナー

不要なレジストリデータを削除する事で、システムの速度や安定性を向上させます。また、ログファイ

ルやキャッシュ等のシステムに不要なファイルを削除し、コンピューターの空き領域を確保します。

■高度な履歴削除

画像、動画の閲覧履歴やインターネットの履歴を削除。

また、他の復元ソフト等によって「ゴミ箱で削除したファイル」を復元されないように完全消去し、プラ

イバシー情報を保護します。形式や文字数を指定した安全度の高いパスワードを自動生成すること

も可能です。

■システムクリーナー

システムクリーナーは、徹底的にパソコンの不要なファイルやレジストリを削除し、システムを軽量化さ

せることを目的とした機能です。

■システム監視

システム、セキュリティ、ネットワーク等の設定を最適化するだけでなく、ハードディスクのデフラグ、レジ

ストリのデフラグ、スタートアップの管理等によって、コンピューターのパフォーマンスを最大限に高めま

http://jp.wisecleaner.com/products/wise-care-365-pro-

v3

Wise Video Converter Pro WiseCleaner.com
Wise Video Converter Proを使用すると、iPhone / Androidなどのスマートフォン、iPadやそ

の他タブレット、およびPCで再生可能なビデオフォーマットに変換することができる、簡単、迅速かつ

強力なソフトウェアです。

画面操作は簡単で、ソフトウェアの変換プロセスも高速です。変換方法は「スマートフォン」、「タブ

レット」、「PC」の三つのボタンからデバイスの種類を選択し、変換するためのビデオデータを選択する

だけです。詳細設定もビデオのプロパティを表示して、さらに、出力形式を変更できるようにすることが

でき、ファイルの変換が終了した後は、変換されたリストに表示されます。最も簡単かつ最速のワイズ

ビデオコンバーターを試してみて下さい！さらには、より便利に使用することを可能にする設定で、

ポータブル版を生成することができます。USBメモリにポータブル版を入れておくことでどこでもWise

Video Converter Proを利用することが出来ます。

http://jp.wisecleaner.com/products/wise-video-

converter-free

かんたん画像縮小2 株式会社デネット
ドラッグ＆ドロップの1回の操作だけで画像の縮小ができます。

また、複数の画像ファイルも一括で縮小と変換が可能です。

JPEG、GIF、PNG、BMP形式の画像を縮小することができ、必要に応じて画

像の補整も行うことができます。

画像をメールに添付して他のパソコンや携帯電話に送信する時や、ブログ、SNS

に掲載する際にも便利！

https://www.de-net.com/products/gazo_syukusyo2/

http://jp.wisecleaner.com/products/wise-care-365-pro-v3
http://jp.wisecleaner.com/products/wise-care-365-pro-v3
http://jp.wisecleaner.com/products/wise-video-converter-free
http://jp.wisecleaner.com/products/wise-video-converter-free
https://www.de-net.com/products/gazo_syukusyo2/


会計詩 青色申告15 株式会社エス 会計詩は、個人事業主のための青色申告専用ソフトです。対応し

ている所得の種類は、事業及び不動産になります。日々の伝票の起

票から決算までの財務会計、並びに消費税や所得税の申告に関する

税務会計の一連の処理に対応しています。但し、利子や配当などそ

の他の所得がある場合は、その所得の収入金額や必要経費などを総

額で入力し、確定申告書を作成することになります。また、出力可

能な帳票は仕訳日記帳・総勘定元帳・各種出納帳・経費帳・売上及

び仕入帳・掛け元帳・固定資産台帳などで、青色申告の要件を満た

しております。尚、次期の申告用の決算書や確定申告書のひな型は、

製品リリース時点では未だ公表されていませんので、後ほどソフト

に組み込まれます。

（会計詩の特徴）

　１　簡単な伝票入力

　　　　会計の初心者向けに簡易伝票入力機能があります。簿記を

　　　なるべく意識することなく伝票が起票できるように、取引の

　　　イメージ図をクリックし表示される内容を選択することで仕

　　　訳が作成されるようになっています。

　２　決算書の内訳への自動転記

　　　　決算書への科目単位での金額転記だけではなく、地代家賃

　　　や青色専従者給与のような内訳金額も自動転記されます。こ

　　　れはマスターに登録→補助科目に自動登録→補助科目付きで

　　　伝票起票→決算書の内訳金額の自動転記と言う流れで実現さ

　　　れています。

　３　その他の特色

　　　・　掛け管理は顧客や仕入先別の発生単位で入金や出金の消し

http://www.sows.co.jp/kaikeishi/index.html

Artensoft モザイク写真クリエイター 株式会社ネクステッジテクノロジー Artensoft Photo Mosaic Wizardは、ほんのわずかな時間で、画像から写

真モザイクを作成します。

友人や家族との楽しかったことを、５つの簡単なステップでユニークなポスターにし

て、写真のギフトを製作しましょう。

写真モザイクメーカーのPhoto Mosaic Wizardは、写真壁紙の設計や印刷、

遠くからだと大きな写真に見え、近くだと個々の写真が判るフォトモンタージュを作

成するのに最適です。

※Windows8.1環境でのインストール時にエラーが発生する場合は以下を参

照ください

http://www.shareedge.com/modules/xoopsfaq/index.php?cat_

id=53&q=479#q479

http://www.artensoft.com/artensoftphotomosaicwizard/

http://www.sows.co.jp/kaikeishi/index.html
http://www.artensoft.com/artensoftphotomosaicwizard/

