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カテゴリ ソフト名 概要

筆王® Ver.18

初心者でもかんたん、きれいにオリジナ
ル年賀状を作れる、住所録＆ハガキ作
成ソフトです。

ズバリ®日記帳
パソコン でつける日記帳。ブログ用にも
簡単アレンジできます。

筆王® はがき整理
年賀状などのはがきを整理するソフトで
す。

Eco家計簿 ゆとりちゃんSimple

「レシート入力機能」や「検索機能」な
ど多彩な機能を搭載した家計簿ソフト
です。

ThinkFree Office MS Office 2010対応版
オンライン（クラウド）でも使える高互換
総合オフィスソフトです。

いきなり®PDF／BASIC Edition Ver.2
最もよく使うPDFの作成、組み替え、編
集の機能に絞ったお求めやすい基本版
です。

ペタット ラベル印刷
26ジャンル、9,500種類以上のデザイン
を収録したラベル作成ソフトです。

B's ファイルガード
ファイルやフォルダの暗号化とデータの消
去ができるソフトです。

スグレモ® シュレッダー
ファイルやフォルダを簡単に消去できるソ
フトです。

スグレモ® 縮画ツール
画像ファイルをドラッグ＆ドロップで一括
変換できるソフトです。

スグレモ® 同期ツール
最近の更新をまとめて簡単同期できま
す。

スグレモ®3 分割ツール
大容量のファイルを分割保存できるソフ
トです。

ダントツ® 軽量化
さまざまなファイルをPDFよりもさらに軽い
ファイル（jet形式）に変換するソフトです。

本格読取® 3
紙をWordやExcelなどに変換するOCR
ソフトです。

本格読取® 4
スキャナなどから読み込んだ紙の資料を、
WordやExcelなど編集可能なデータに
変換するOCRソフトです。

生活・実用

ビジネス・
オフィス



カテゴリ ソフト名 概要

ホームページV3
ホームページを短時間で作成でき、更
新もラクラク。スマホ用ページも作成でき
ます。

Paintgraphic® 2 Pro
画像編集ソフト「Paintgraphic」の上位
版です。

Drawgraphic® 2 Pro
ドローソフト「Drawgraphic」の上位版で
す。

スグレモ®3 撮画ツール
パソコン画面をいろいろな方法でキャプ
チャできるソフトです。

たっぷりデジカメ

画像の管理・補正・加工、スライド
ショー、カレンダーやアルバムの印刷まで、
デジカメ写真を楽しむための統合ソフト
です。

デイジーコラージュ Personal
デジカメ写真・画像をもっと楽しむための
様々なツールを搭載した、デジカメ写真
の総合ソフトです。

金筆 Deluxe

印刷するときも特別なインクは一切不
要！一般的なカラープリンタで、特別な
準備も必要なく、美しく輝く「金属文
字」が印刷できるのです。 質感は、金・
銀・銅・クローム・クリスタル・くもりガラス・
水滴の７種類。筆先も選べてバリエー
ションも豊富です。

PhotoDirector 3 DE
一眼レフカメラのRAWファイルに対応した
写真編集ソフトです。

ペタット ラベル印刷2
ネームシールや写真シール、インデックス
など、さまざまなラベルを作成できるソフ
トです。

筆王® こだわりハンコ
簡単3ステップで年賀状やハガキにぴっ
たりのハンコ画像が作成できるソフトで
す。

筆王® こだわり写真
簡単2ステップで雰囲気のあるアート写
真が作成できるソフトです。

カレンダーぷりんとSimple
テンプレートを選ぶだけで、簡単にオリジ
ナルカレンダーが作成できるソフトです。

名刺ぷりんとSimple７
初めて名刺を作る方におすすめの、わか
りやすい名刺作成専用ソフトです。

デザイン・
グラフィック
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カテゴリ ソフト名 概要

B's Recorder® 12
多様なCD、DVD、ブルーレイディスク、
BDXLを作成できるライティングソフトで
す。

B's サウンドレコーダー
パソコンで再生できる音声なら、どんな
音声も録音できます。

PowerDirector 10 DE
簡単・高速に動画を編集できるソフトで
す。

100万人のための3D麻雀®
美しくリアルなグラフィック！究極の3D麻
雀です。

100万人のための3D将棋®
全100レベルで、自分に合った強さを選
べる！徐々に相手を強くして、上達が
日々実感できます。

IT囲碁

強力な思考エンジンを搭載し、強さは３
段階に設定可能な囲碁ソフトです。最
上級で１級程度の強さを発揮します。
本ソフトでは、豊富な布石・定石をデー
タベースとして持っています。また、データ
ベースに最新の布石・定石を後からご
自分で追加・削除していただくことも可
能です。

トランプ
大富豪、ポーカー、７並べ、スピード。ポ
ピュラーな４種類のトランプゲームがお楽
しみいただけます。

花札
こいこい、すだおし、花あわせ、はちはち、
おいちょカブ、ひよこ。６種類の花札ゲー
ムがお楽しみいただけます。

百人一首

「練習」、「競技」、「決まり時練習」、
「百首鑑賞」、「読み上げ」、「坊主めく
り」。百人一首を６つのメニューでお楽し
みいただけます。

チェス
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
整可能です。

映像・音楽

PCゲーム
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カテゴリ ソフト名 概要

五目並べ

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。
また、正式ルールである「連珠」にも対
応しています。

軍人将棋

軍人将棋とは相手の駒の動きから、何
の駒か推理しながら自分の持ち駒をぶ
つけて勝負して早く敵の総司令部を占
領するためのゲームです。最初の駒の配
置でいろいろ工夫してみてください。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。

バックギャモン

バックギャモンは「西洋すごろく」とも呼ば
れ、ルールが簡単で誰でもプレイができ
るボードゲームです。世界で多くの方に
楽しんでいただいているボードゲームです。
「バリューバックギャモン」は、低価格なが
ら強力な思考エンジンを搭載。また、初
心者の方のためにルールも詳解していま
す。

ダイアモンド
懐かしい「ダイアモンド」がパソコンソフト
になりました。簡単なルールで、誰でも
遊べます。

麻雀入門

麻雀を１から学びたい、という方のための
ソフトです。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。
学習の成果を試すため、４人うち本格
派麻雀ソフトもついています。

囲碁教室

これから囲碁を始めたい！という方に最
適の入門用ソフトです。パソコンならで
はの、インタラクティブな操作で、効率よ
く囲碁の初歩が学べます。また、本格的
コンピュータ対戦ソフトが付いていますの
で、人と打つ前に、コンピュータ相手に
十分な練習ができます。

PCゲーム
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カテゴリ ソフト名 概要

詰将棋教室

古くから広く親しまれ、美しい作品は芸
術とまで言われている詰将棋を基礎か
ら教えます。詰将棋の場合、敵側（逃
げる側）も自分が考えなければならない
点が難しいところですが、このソフトでは
コンピュータが正しく逃げてくれますので、
ユーザーは相手玉を追いつめることだけ
に専念できます。

エアホッケー

気軽に誰でもプレイできる「エアホッケー」
ゲームです。操作はマウスを左右に動か
し、パックを打つだけです。強さの違う７
人のキャラクタを相手にプレイします。フ
リー対戦モードと、勝ち抜きのチャンピオ
ンシップモードがあります。

ナンクロ

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。

ナンプレ

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。4×4の初心
者向けパズルから16×16の上級者向け
パズルを選べます。

海釣り デラックス
いつでも本格的な海釣りを楽しめる「海
釣りデラックス」です。

PCゲーム
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カテゴリ ソフト名 概要

驚速® for Windows
インストールするだけでWindowsが速くな
るソフトです。

いきなり®自動アップロード
定番のwebサービスへ自動でアップロー
ドできるソフトです。

マカセル® 自動バックアップ
保存先を選ぶだけで、自動でファイルを
バックアップ パソコンの買い替えにも最
適です。

携速® 8
CDや DVDを簡単イメージファイル化で
きます。

ファイルコンパクト® Ver.6
豊富な形式に対応した圧縮・解凍ソフ
トです。

プリントエキスパンダー

ワード、エクセル、PDFファイル、画像ファ
イルなどあらゆる印刷出力を拡大しポス
ターや垂れ幕をA4プリンタで作成できる
ソフトです。

スグレモ® 撮画ツール Ver.4
パソコン画面に表示された画像やWeb
ページを簡単に切り取り、保存できる、
便利ツールです。

さよなら手書き
請求書や履歴書、封筒など、紙の
フォーマットに“ピッタリ”印刷できるソフト
です。

いきなりハイスコア® 600突破
基礎から実践まで苦手分野を克服でき、
効率良くハイスコアが狙える英語学習ソ
フトです。

いきなりハイスコア® 730突破
基礎から実践まで苦手分野を克服でき、
効率良くハイスコアが狙える英語学習ソ
フトです。

いきなりハイスコア® 860突破
基礎から実践まで苦手分野を克服でき、
効率良くハイスコアが狙える英語学習ソ
フトです。

いきなりハイスコア® トライ模試
基礎から実践まで苦手分野を克服でき、
効率良くハイスコアが狙える英語学習ソ
フトです。

耳タコ大作戦®
ゲーム感覚で日本人だから陥る英語
のクセを矯正します。

特単® 英文Eメール ビジネス編
ビジネスメールの英語表現を、聞いてタ
イプして覚えることができます。

特単® 英文Eメール プライベート編
メールの英語表現を、聞いてタイプして
覚えることができます。

ユーティリティ

英語学習・
語学
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特単® 最短攻略470
タイプして覚える特打英単語で、
TOEICスコア470をめざします。

特単® 最短攻略600
タイプして覚える特打英単語で、
TOEICスコア600をめざします。

特単® 最短攻略730
タイプして覚える特打英単語で、
TOEICスコア730をめざします。

特単® 最短攻略860
タイプして覚える特打英単語で、
TOEICスコア860をめざします。

特単®英語208/覚えるが勝ち！ビジネス編
九九のように208表現を覚える「Be208」
を効果的にマスターできます。

特単®英語208/行くぞ！海外旅行編
聞いて、タイプして覚える特打単語のト
ラベル英語編です。

特単®英語208/必勝！TOEIC®テスト編
九九のように208の表現を覚える人気シ
リーズのTOEIC対策版です。

特打®
ガンガン撃てば気分爽快、タイプ上達。
タイピングの定番ソフトです。

スーパー特打メソッド®
特打のタイピングメソッドをカリキュラムに
基づいて習得できます。

メキカン®1
小学 1～6年生対象／ゲーム感覚で
学べる漢字ドリルです。

メキカン®2
小学 1～6年生対象／ゲーム感覚で
学べる漢字ドリルです。

メキスウ®1
小学 1～6年生対象／ゲーム感覚で
学べる暗算ドリルです。

メキスウ®2
楽しみながら、ビジネスを有利にする数
字感覚を鍛えることができます。

メキメキ®算数伝説®
小学 1～6年生対象／カードゲーム形
式で学べる暗算ドリルです。

特打®CLASSIC
元祖「特打」4製品をまとめた特別版で
す。

特打コップ® ENGLISH version
日本語一切なしの英語版「特打コップ」
です。

特打式® 速読
ゲーム感覚で5倍速の読書速度をめざ
す速読習得です。

特打小学生®
小学 1～6年生対象。タイピングを通じ
てローマ字、漢字も学習できます。

アストロガイドブラウザ
天文現象をパソコンで再現するシミュ
レーションソフトです。

ガイアチャンネル
3D地球儀で歴史年表を再生できるソ
フトです。

英語学習・
語学

教養・趣味・
教育・知育
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カテゴリ ソフト名 概要

できる大事典 Excel 2003

Excel 2003の機能ごとに操作手順をわ
かりやすく解説しています。Excelを使っ
ていてわからないことがあれば、目次や
索引からすぐに探したいページを見つけ
られます。ビジネスはもちろんのこと、幅
広くExcelを使う方におすすめです。
（2003バージョン用）

できる大事典 Excel 2007

Excel 2007の機能ごとに操作手順をわ
かりやすく解説しています。Excelを使っ
ていてわからないことがあれば、目次や
索引からすぐに探したいページを見つけ
られます。ビジネスはもちろんのこと、幅
広くExcelを使う方におすすめです。
（バージョン2007用）

できる Excel 2010

Excelの初心者向け解説書。Excelをは
じめて使う方、使いたい機能の操作を
忘れてしまった方に最適です。ステップバ
イステップで操作手順がわかるので、手
元のパソコン画面と見比べながら進めら
れます。（バージョン2010用）

できる大事典 Excel 2010

Excel 2010の機能ごとに操作手順をわ
かりやすく解説しています。Excelを使っ
ていてわからないことがあれば、目次や
索引からすぐに探したいページを見つけ
られます。ビジネスはもちろんのこと、幅
広くExcelを使う方におすすめです。
（バージョン2010用）

電子書籍
（Excel関連）
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カテゴリ ソフト名 概要

できる大事典 Windows XP SP2対応

Windows XPで困ったときの定番アイテ
ム。ピンポイントでわからないことがあれ
ば、目次や索引からすぐに調べて操作
手順がわかるので、すばやく問題を解決
できます。（Windows XP用）

できる大事典 Windows Vista

Windows Vistaで困ったときの定番アイ
テム。ピンポイントでわからないことがあれ
ば、目次や索引からすぐに調べて操作
手順がわかるので、すばやく問題を解決
できます。（Windows Vista用）

できる Windows 7

Windowsパソコンの初心者向け解説書。
Windows 7をはじめて使う方、使いたい
機能の操作を忘れてしまった方に最適
です。ステップバイステップで操作手順が
わかるので、手元のパソコン画面と見比
べながら進められます。（Windows 7用）

できる大事典 Windows 7

Windows 7で困ったときの定番アイテム。
ピンポイントでわからないことがあれば、
目次や索引からすぐに調べて操作手順
がわかるので、すばやく問題を解決でき
ます。（Windows 7用）

できる Windows 8

Windowsパソコンの初心者向け解説書。
Windows 8をはじめて使う方、使いたい
機能の操作を忘れてしまった方に最適
です。ステップバイステップで操作手順が
わかるので、手元のパソコン画面と見比
べながら進められます。（Windows 8用）

電子書籍
（OS関連）

【別紙２】 「ソフト使い放題 on フレッツ」 ご提供ソフト一覧



カテゴリ ソフト名 概要

電子書籍
（PowerPoint関連）

できる大事典 PowerPoint 2003

PowerPoint 2003の機能ごとに操作手
順をわかりやすく解説しています。
PowerPointを使っていてわからないこと
があれば、目次や索引からすぐに探した
いページを見つけられます。ビジネスはも
ちろんのこと、幅広くPowerPointを使う
方におすすめです。（2003バージョン用）

できる PowerPoint 2010

PowerPointの初心者向け解説書です。
PowerPointをはじめて使う方、使いたい
機能の操作を忘れてしまった方に最適
です。ステップバイステップで操作手順が
わかるので、手元のパソコン画面と見比
べながら進められます。（バージョン2010
用）

電子書籍
（Word関連）

できる大事典 Word 2003

Word 2003の機能ごとに操作手順をわ
かりやすく解説しています。Wordを使っ
ていてわからないことがあれば、目次や
索引からすぐに探したいページを見つけ
られます。ビジネスはもちろんのこと、幅
広くWordを使う方におすすめです。
（2003バージョン用）

できる大事典 Word 2007

Word 2007の機能ごとに操作手順をわ
かりやすく解説しています。Wordを使っ
ていてわからないことがあれば、目次や
索引からすぐに探したいページを見つけ
られます。ビジネスはもちろんのこと、幅
広くWordを使う方におすすめです。
（バージョン2007用）

できる Word 2010

Wordの初心者向け解説書です。Word
をはじめて使う方、使いたい機能の操作
を忘れてしまった方に最適です。ステップ
バイステップで操作手順がわかるので、
手元のパソコン画面と見比べながら進
められます。（バージョン2010用）

できる大事典 Word 2010

Word 2010の機能ごとに操作手順をわ
かりやすく解説しています。Wordを使っ
ていてわからないことがあれば、目次や
索引からすぐに探したいページを見つけ
られます。ビジネスはもちろんのこと、幅
広くWordを使う方におすすめです。
（バージョン2010用）

電子書籍
（PowerPoint関連）

電子書籍
（Word関連）
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