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新製品発売のご案内
日本語ワープロソフト
日本語入力システム

「一太郎2014 徹（てつ）」
「ATOK 2014 for Windows」

～ 2014年2月7日（金） 新発売！～
株式会社ジャストシステムは、日本語ワープロソフト「一太郎2014 徹」、
日本語入力システム「ATOK 2014 for Windows」を、2014年2月7日（金）より発売します。

●日本語ワープロソフト「一太郎2014 徹」
ひとつの文字からスタイル、罫線や画像の表現、さらに印刷・EPUB保存などの出力
に至るまで、そのすべてにこだわりを持ち、これまでの一太郎の中でも最も「仕上が
り」にこだわりました。
◆文字へのこだわり

～ IVS対応、フォント・飾りパレット ～

一太郎2014 徹は、日本語として「適切な表現」や「文字へのこだわり」を大切に
します。
◎「IVS対応(※)」で字形の互換性が向上
「一太郎2014 徹」では、より多くの文字を、標準的な枠組みの中で扱えるようになりました。
IVS（Ideographic Variation Sequence）という文字の標準規格に対応することで、これまで独自の情報で
管理していた異体字は、文字コードのみでの管理ができるようになりました。これにより他のIVS対応アプ
リケーションへのコピー・ペーストでも字形が保たれるようになるなど、互換性も向上しました。
※IVS対応：Windows7以上のOSに対応しています。

◎「IPAmj明朝」フォントを標準搭載、扱える文字の量が格段に増加
人名・地名等で使われるさまざまな文字（約58,000文字）が収録されている「IPAmj明朝」フォントを標準
搭載しました。人名・地名への細やかな配慮も万全です。

◎お気に入りのフォントがすぐ使える「フォント・飾り」パレット
文書の作成・編集中に必要な操作がすぐに使えるようにまとめたツールパレットに、「フォント・飾り」パ
レットを追加しました。「ゴシック体」「明朝体」「行書体」など書体の系統ごとに絞り込んだり、よく使うフォ
ントをお気に入りから手早く選ぶことができるようになりました。「フォントが多すぎて、目的のフォントが探
せない」「何度も同じフォントを選ぶ時の操作が面倒」という方にお勧めの、便利な新機能です。
◆文書へのこだわり

～ 罫線表、写真フィルター、POP文字テクスチャ ～

一太郎2014 徹は、作成する文書の「細部表現」にもこだわりました。
◎見やすい、読みやすい洗練された「罫線表」がパターンを選ぶだけで完成
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自由度の高さで定評の罫線機能を強化しました。パターンから選ぶだけで、見やすく読みやすい洗練さ
れた表が、一発で簡単に完成します。一覧表や月間予定表のほか、名簿やプログラム・ランキング表な
どに使える連番付きの表など、多くのシーンで活用できる洗練されたデザインの罫線表を手早く作成す
ることができます。約350点のパターンを搭載しているので、多彩な表現が可能です。
◎ことばの持つ力を何倍にも広げる、文字の表現力「POP文字作成ツール」
タイトル文字に色々な効果を付けることができる「POP文字作成ツール」に、文字と画像を重ね合わせる
表現「テクスチャ塗り」機能を追加しました。ちらしやポスターなどのタイトル表現やEPUB文書の表紙作
成の表現力がアップし、写真の視覚的なイメージと「ことば」の持つイメージの相乗効果を引き出すタイト
ル作りができるようになりました。
◎「写真フィルター」で、雰囲気のある写真の演出を実現、文書全体の質感もアップ
14種類のフィルターから好み
の効果を選ぶだけで、味わい
のある写真、アートな写真に仕
上がる「写真フィルター」を新
搭載しました。「薄もや」「ゴシッ
ク調」「クロス現像」「ジオラマ」
などの14種類のフィルターから
目的に合う効果を選ぶだけ
で、文書に使う写真が、驚きの
変身をします。風景、人物、料
理などの写真がどう変わるの
か、画面上で簡単に確認で
き、楽しみながら写真の表現
力に味付けをプラスすることが
できます。
◆レイアウトや体裁・出力へのこだわり

～ きまるスタイル、紙質背景、中扉・奥付 ～

一太郎2014 徹は、作成した文書の「体裁」や「出力」にもこだわります。
美しい見栄えをかんたんに実現するための便利な機能を新しく搭載しました。
◎文書にあった最適なレイアウトを一発で選べる「きまるスタイル」
「一太郎2014 徹」では、用紙サイズや用途にあった最適なレイアウトを一発で選べる「きまるスタイル」を
新たに提供します。「サイズで選ぶ」「ビジネス文書」「会報・チラシ」「本・冊子」「原稿・レポート」のカテゴ
リから目的のスタイルを選ぶだけで、読みやすい最適レイアウトが簡単に設定できます。
◎より上質な雰囲気に仕上げる「紙質背景」
実際の出版物等で利用される「紙」のイメージを、文書の背景として設定することにより、実物の用紙がな
くても同じような仕上がりを再現することが出来るようになりました。書籍用紙に使われる上品で目にやさ
しい淡いクリーム色の紙や、雑誌・ちらしの印刷に使われるような上質紙、便箋などで使われている和紙
の質感、など、用途に合わせて様々な質感の演出ができます。
◎冊子、書籍に必須の「中扉」「奥付」
編、章などの構成で文章を作成する場合に、章見出しを「中扉」としてページの中央に配置したり、書籍
の巻末に付ける「奥付」の内容をページ末尾に簡単にレイアウトすることができるようになりました。
長文作成機能として従来から提供している目次、索引機能やページスタイル、段落スタイルでの装飾機
能などと組み合わせることで、書籍、冊子などの文書作成機能がさらに充実します。
◆電子書籍フォーマット「EPUB」作成もさらに洗練
「一太郎2014 徹」の新機能「奥付」をEPUB、Kindle/mobi形式で出力できるようにしたり、画像枠やレイアウト
枠の画像化の品質を改善したりと、リフロー型EPUBの改善を行いました。また、固定レイアウト型EPUBで目
次が設定できるように改良を加えています。その他、ページが多い文書の固定レイアウト保存処理高速化、
一太郎のシート上で作成した「本の表紙」の別画像保存対応、「Kindle/mobi形式」の保存に最適化されたE
PUB中間ファイルの別ファイル出力、など電子書籍作成のための機能をさらに洗練しました。
※EPUB形式で保存した文書に設定した文書属性は、ビューアや端末の仕様によって表示されない場合があります。
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◆大切な文書をしっかり守る、「バックアップ機能」を強化
大切な文書を不慮のトラブルから守る「バックアップ」機能を大幅に強化しました。
文書保存時のバックアップ履歴を管理して、複数世代のバックアップを保管できるようになり、何度も変更・
保存を行った文書でも、それぞれの保存時点の内容に戻したり、修正内容を比較して確認したりすることが
簡単にできます。また、バックアップ先を任意に設定することが出来るようになったので、ハードディスクのク
ラッシュにも備えることができます。
【一太郎2014 徹

搭載ソフト】

日本語ワープロソフト
日本語入力システム

「一太郎2014 徹」
「ATOK 2014 for Windows」

●日本語ワープロソフト「一太郎2014 徹 プレミアム」
「一太郎2014 徹」の機能に、「花子2014」「ATOK 2014」をはじめ、「字游工房フォ
ント」、「新明解国語辞典」、「ジーニアス英和/和英辞典」などの電子辞典や、音声
読み上げソフト「詠太4」、メールソフト「Shuriken 2014」を搭載した、上位版の日本
語ワープロソフトです。
◆字游工房のオリジナルフォント計10書体を新規に収録
「游明朝体」「游ゴシック体」「游教科書体」「游明朝体五号かな」など、游明朝／
游ゴシックは、多くの書籍制作に使用され、また電子書籍フォントとしても採用されるなど、高い評価を得て
いる高品質なフォントです。今回搭載のフォントはすべて、一太郎・花子（※）はもちろん、OpenTypeに対応
した他のアプリケーションでもお使いいただけます。
※POP文字機能は除く。

◆読み上げ精度を向上した「詠太4」を搭載
音声読み上げソフト「詠太（えいた）」は、電話応答システムなどで実績のある高品質な音声合成技術
「VoiceText」（HOYA サービス株式会社）を使っており、自然で滑らかな発音が魅力の人気ソフトです。
「詠太4」では、登録語彙を追加して、読み上げ精度がさらに向上しました。また、声のトーン（高低）を調整で
きるようになり、同じ話者でも「明るい声」「落ち着いた声」というように印象がかわり、好みや用途に合わせた
声質の幅が広がりました。一太郎はもちろん、他のソフトとの連携にも対応しており、「Shuriken 2014」や、最
新ブラウザの「Internet Explorer 11」でも最新の機能が使えます。
◆統合グラフィックソフト「花子2014」を搭載
まるでひとつのアプリケーションのように一太郎と連携して使えます。スムーズな描画・編集が、一太郎文書
の表現力を今まで以上にアップします。
◆インターネットメールソフト「Shuriken 2014」を２年ぶりにバージョンアップ
高いセキュリティ機能と軽快な動きを兼ね備えたメールソフト「Shuriken」が、２年ぶりに新しくなって新登場。
今度の「Shuriken 2014」は、「見つかる」メールソフト。『大事なメールが見つかる』、『書きたい文例が見つか
る』、『間違いが見つかる』、という特長を持ち、パワーアップを図っています。また、一太郎とのスムーズな連
携で、さらに便利にさらに使いやすくなりました。
◆ことばの本質をとらえる「新明解国語辞典 for ATOK」（三省堂）
累計2,000万部以上！ユニークな解説でおなじみの国語辞典が初登場です。
思わず読んでしまう「個性的な語句解説」や「実感あふれる用例」が魅力。「新解さん」の愛称で親しまれる、
日本で一番売れている国語辞典です。より深い日本語理解に役立つ文法欄をはじめ、運用欄、かぞえ方
欄、表記欄といった、かゆいところに手が届く工夫が満載。アクセントを聞いて確かめられる音声データも収
録しています。
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【一太郎2014 徹 プレミアム
日本語ワープロソフト
日本語入力システム
字游工房フォント
ATOK連携電子辞典
音声読み上げソフト
統合グラフィックソフト
インターネットメールソフト
PDFソフトシリーズ

搭載ソフト】
「一太郎2014 徹」
「ATOK 2014 for Windows」
「字游工房フォント10書体」
「新明解国語辞典 for ATOK」「ジーニアス英和／和英辞典 for ATOK」
「詠太（えいた）4」
「花子2014」
「Shuriken 2014」
「JUST PDF 3 [作成・編集]」

●日本語ワープロソフト「一太郎2014 徹 スーパープレミアム」
「一太郎2014 徹 スーパープレミアム」は、「一太郎2014 徹 プレミアム」の機能に
加え、マウスとスキャナが一体化したユニークなオリジナルスキャナ「一太郎マウス
型スキャナ」を同梱した、最上位版の日本語ワープロソフトです。
表計算ソフト「JUST Calc（ジャストカルク）」、プレゼンテーションソフト「JUST Slide
（ジャストスライド）」、フォトレタッチソフト「Zoner Photo Studio 15 HOME J」も搭載
している、充実の製品です。
◆マウスでなぞるだけでかんたんクリッピング、「一太郎マウス型スキャナ」
マウスとしてもスキャナとしても使える、ユニークな手のひらサイズのスキャナ。
キングジム製のなぞって読み取るタイプの商品『マウス
型スキャナ』が、「一太郎ロゴ」入り・一太郎限定カラー
（非売品）の赤いボディで新登場です。
文書の中の一部分だけデータ化したいのに、わざわざ
スキャナの電源を入れてパソコンにつなぐのは面倒、と
いうときに活躍します。マウスのスキャンボタンを押すだ
けで、ササッと取り込みができ、一太郎文書への直接
貼り付けや、メールへの添付もスムーズにできます。マ
ウスをパソコンにつなぐだけだから、電池やSDカードな
どの記憶媒体は不要。なぞるその場でパソコンに取り
込めます。
◆フォトレタッチソフト「Zoner Photo Studio 15 HOME J」
日々撮影した写真がメディアいっぱいに溢れている、という方に最適な「Zoner Photo Studio（ゾナーフォトス
タジオ）」がバージョンアップ。軽さ抜群のフォトレタッチソフトが、より使いやすくなりました。スマートフォンや
デジカメからの写真の取り込みはストレスなく行えます。カメラ接続時に、新しい写真だけを自動検出して取
り込めたり、撮影日毎にサブフォルダへ自動分類も可能。また、ピンぼけ、逆光、明るすぎ・暗すぎる写真が
一発で補正できます。
【一太郎2014 徹 スーパープレミアム
日本語ワープロソフト
日本語入力システム
字游工房フォント
ATOK連携電子辞典
音声読み上げソフト
統合グラフィックソフト
インターネットメールソフト
PDFソフト
フォトレタッチソフト
表計算ソフト
プレゼンテーションソフト
一太郎2014 徹オリジナル特典

搭載ソフト／製品】

「一太郎2014 徹」
「ATOK 2014 for Windows」
「字游工房フォント10書体」
「新明解国語辞典 for ATOK」「ジーニアス英和／和英辞典 for ATOK」
「詠太（えいた）4」
「花子2014」
「Shuriken 2014」
「JUST PDF 3 [作成・編集]」
「Zoner Photo Studio 15 HOME Ｊ」
「JUST Calc」
「JUST Slide」
「一太郎マウス型スキャナ」
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▼ご利用目的に合わせて選べる「一太郎2014 徹 シリーズ」！
一太郎2014 徹シリーズには、以下の3種類を用意しています。ご利用目的に合わせてお選びください。
ラインナップ
製品名

スーパープレミア
ム

プレミアム

一太郎2014 徹

一太郎2014 徹

[Up]

○

○

○

ATOK 2014

[Up]

○

○

○

[New]

○

○

新明解国語辞典 for ATOK
[New]
ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK

○
○

○
○

詠太4

[Up]

○

○

花子2014

[Up]

○

○

Shuriken 2014

[Up]

○

○

○

○

字游工房フォント

JUST PDF 3 [作成・編集]
一太郎マウス型スキャナ

▼

フォトレタッチソフト
Zoner Photo Studio 15 HOME Ｊ

[New]

○

[Up]

○

JUST Calc

○

JUST Slide

○

「一太郎2014 徹」をはじめ、ご案内製品の詳細については、こちらをご覧ください。http://www.ichitaro.com/

●日本語入力システム「ATOK 2014 for Windows」
新搭載の高速化機能「アクセルモード」とさらに強化された推測変換機能・校正支援機能によりストレスフリー
を追求した、日本語入力システム「ATOK 2014 for Windows」。
入力中のストレス軽減をテーマに徹底的に見直しを行っており、従来どおりのタイ
ピングはもちろん、タッチキーボードでも、快適にお使いいただけます。
◆変換動作が最大25％高速になる「アクセルモード」
Windows上での「ATOK」の変換動作が最大25％（※1）も高速化する「アクセル
モード」を搭載しました。「ATOK」がパソコンのCPUやメモリなどのスペックを判定
し、自動で最適な設定にします。
◆日本語入力をオフでも入力し直しナシでそのまま変換できる
ATOKがオフの状態で英数字が入力されても、文字列の最後にカーソルを移動(※2)し Ctrl + Backspace
キーを押すだけで、変換できる文字列に変更できます。その後はスムーズに変換操作を続けることができ、入
力し直す手間を削減します。
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◆入力ミスから類推して候補を提示
数文字入力するだけで効率よく入力できることで好評の推測変換においては、過去に入力した履歴を参照す
ることなく、入力中にミスがあっても類推して、正しい候補を提示できるようエンジン改良を行いました。

また、

多くの人が十分に意味を理解しているとは言いがたいカタカナ語に対して、日本語での言い換え候補を提示
し、読み手にわかりやすい文書の作成を支援します。例えば、「コンプライアンス」を変換したときに言い換え
候補があることを提示し、言い換え候補の「法令遵守」という候補を提示します。
※1 当社調べ。ATOK 2013と比較。使用している環境によっては、十分な効果が得られない場合があります。
※2 アプリケーションによっては、あらかじめ範囲選択が必要な場合があります。

◆ことばの本質をとらえる 「新明解国語辞典 for ATOK」
累計2,000万部以上！ユニークな解説でおなじみの国語辞典「新明解国語辞典 第七版」（株式会社三省堂）
を新たに搭載しました。思わず読んでしまう「個性的な語句解説」や「実感あふれる用例」が魅力。「新解さん」
の愛称で親しまれる、日本で一番売れている国語辞典です。より深い日本語理解に役立つ文法欄をはじめ、
運用欄、かぞえ方欄、表記欄といった、かゆいところに手が届く工夫が満載。アクセントを聞いて確かめられる
音声データも収録しています。
◆新しいクラウドサービスが利用できるATOK Passport [1年間利用権]をセットで提供
ATOK 2014 for Windowsでは、ATOK Passportまたは ATOK Passport [プレミアム]を1年間使用できる利
用権をセットで提供します。
ATOK Passport は、「ATOK」の最新プログラム(※1) を、お手持ちのWindows、Mac、Android搭載のデバイ
ス10台までインストールでき、手軽に継続利用できるのが特長です。また12/3(火)から提供するWebと連携し
た新サービス「ATOKクラウド推測変換」で推測できる語彙を大幅に増強し、スムーズな入力が可能となるなど
のサービスも強化しています。
上位版

「ATOK Passport [プレミアム]」では、「ATOKクラウド辞典サービス」といったWebサービスが利用で

きます。さらにAndroid環境には、新エンジン搭載でタブレットに最適なインターフェイスを搭載した「ATOK for
Android [Professional]」の提供を2014/2/7(金)より開始します。
※1 1年間利用権を使用する場合は、ATOK for Windowsは、ATOK 2014での利用となります。

▼ご利用目的に合わせて選べる「ATOK 2014シリーズ」！
ATOK 2014シリーズには、以下の3種類を用意しています。ご利用目的に合わせてお選びください。
ATOK 2014 for Windows

主な製品構成

[ベーシック]
通常版/ｱｶﾃﾞﾐｯｸ版
○
○
○
○
○
○

ATOK 2014 for Windows
Office連携ツール for ATOK
ATOK Sync アドバンス
ATOKキーワードExpress
乗換案内 駅名変換辞書 for ATOK
新明解国語辞典 for ATOK
ジーニアス英和／和英辞典 for ATOK
8カ国語クラウド翻訳変換 for ATOK
ATOKダイレクト for Excel
ATOK Passport [1年間利用権]
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[プレミアム]
通常版
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○(プレミアム)

●統合グラフィックソフト「花子2014」
まるでひとつのアプリケーションのように一太郎と連携して使えます。スムーズな描画
・編集が、一太郎文書の表現力を今まで以上にアップします。
◆一太郎との連携「花子透過編集」の強化
一太郎の文書を表示したまま花子の描画機能を利用できる「花子透過編集」。
「一太郎2014 徹」では、背景の一太郎文書を薄く表示したり、用紙の編集領域外
をグレーにするなどよりわかりやすくなりました。
◆花子の高品質な表現力を一太郎でも再現
テクスチャ飾りやドロップシャドウの表示など、花子図形を「見たまま」の状態で一太
郎や他のアプリケーションに貼れる「画像形式でコピー」に対応しました。また、一
太郎に戻るとき、花子形式での保存ができるようになりました。
◆一太郎で呼び出せる実用的な部品やフォーマットも増量
家系図づくりや、イベント・チラシづくりなどで使える様々な部品を増量して搭載しました。いろいろな場面や書
面で使えて便利です。また、年表・時間表のフォーマットを新規に収録。文字入力すれば、テスト問題や資料
・自分史などが簡単に作れます。

▼ご利用目的に合わせて、「花子2014 [書籍セット]」も同時発売！
花子の操作方法や実際の作例をもとにした資料の作り方を解説した書籍『学んで作る！ 花子2014 使いこな
しガイド』と「花子2014」をセットにした「花子2014 [書籍セット]」も用意しています。

●インターネットメールソフト「Shuriken 2014」
高いセキュリティ機能と軽快な動きを兼ね備えたメールソフト「Shuriken」が、２年ぶり
に新しくなって登場。今度の「Shuriken 2014」は、「見つかる」メールソフト。『大事な
メールが見つかる』、『書きたい文例が見つかる』、『間違いが見つかる』、という特長
を持ち、パワーアップを図っています。また、一太郎とのスムーズな連携で、さらに便
利にさらに使いやすくなりました。
◆大事なメールが「見つかる」
～ メール一覧の複数行表示 ～
今回の新UIではメールの重要度を認知しやすくするため、文字を大きくし、差出人
や見出しを複数行で表示できるようになりました。また、本文も一覧上で確認するこ
とができるため、実際に開くことなく簡単な内容を確認できます。
◆書きたい文例が「見つかる」
～ 文例呼び出し ～
仲のよい友人、家族同士でやりとりするメールには困らないけど、ちょっとかしこまったメールを出すときに良い
言い回しが見つからない！そんなときは文例ウィンドウが役に立ちます。
文例は31種類1160文例から選べます。
◆間違いが「見つかる」
～ 送信メールの文章校正 ～
Just Right!との連携で好評を博していた送信メールの文章校正が、「一太郎2014 徹」との連携でも実行でき
るようになります。大事なメール、間違えたくないメールを送信する前に目視で行っていた誤字・誤用、不適切
な表現や、表記ゆれなどのチェックを「一太郎2014 徹」が行います。
製品構成に『一太郎2014 徹』『Shuriken 2014』の両方が入っている一太郎2014 徹 プレミアム／スーパープ
レミアムなら、届いたその日から送信メールの文章校正をお使いいただけます。
※一太郎2014 徹以降のバージョンで使用可能です。一太郎2013 玄以前のバージョンではこの機能は使用できません。
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●新製品一覧
◆パッケージ製品＜発売日：2014年2月7日（金）＞
製
一太郎2014 徹

品

名

<表の価格は税別です>
価格

通常版

JANコード

20,000円

4988637157815

9,800円

4988637157808

8,000円

4988637157792

8,000円

4988637157785

25,000円

4988637157778

18,000円

4988637157761

15,000円

4988637157754

15,000円

4988637157747

33,000円

4988637157730

26,000円

4988637157723

23,000円

4988637157716

23,000円

4988637157709

一太郎2014 徹 10本パック

180,000円

4988637157648

一太郎2014 徹 5本パック

90,000円

4988637157662

[プレミアム]通常版

12,000円

4988637157563

[ベーシック]通常版

8,000円

4988637157594

[ベーシック]アカデミック版注6

5,000円

4988637157587

通常版

9,800円

4988637157655

10,800円

4988637157631

4,800円

4988637157600

特別優待版

注１

バージョンアップ版
アカデミック版
一太郎2014 徹
プレミアム

注6

通常版
特別優待版

注１

バージョンアップ版
アカデミック版
一太郎2014 徹

通常版

スーパープレミアム

特別優待版

注２

アカデミック版

花子2014

注4

注6

バージョンアップ版

ATOK 2014 for Windows

注3

注5

注6

書籍セット
Shuriken 2014

通常版

注１．ジャストシステム製品、Microsoft Office/Wordをお持ちの個人の方がご購入いただけます。
（法人や公共機関への導入用としてはご利用いただけません）
注2．ジャストシステム製品、Microsoft Office/Word/Excel/PowerPointをお持ちの個人の方がご購入いただけます。
（法人や公共機関への導入用としてはご利用いただけません）
注3．一太郎、JUST Suite、一太郎&花子スペシャルパック、Justsystem Office、一太郎Office、Voice一太郎をお持ちの方が
ご購入いただけます。
注4．一太郎、JUST Suite、一太郎&花子スペシャルパック、Justsystem Office、一太郎Office、Voice一太郎、花子、Shurike
n、JUST PDF[作成・編集]、JUST PDF[作成・高度編集]をお持ちの方がご購入いただけます。
注5．一太郎、JUST Suite、一太郎&花子スペシャルパック、Justsystem Office、一太郎Office、Voice一太郎、花子、Shurike
n、JUST PDF[作成・編集]、JUST PDF[作成・高度編集]、三四郎、Agreeをお持ちの方がご購入いただけます。
注6．学生・教育関係の方（幼稚園/保育園以上の教職員、中学生以上の生徒・学生）が対象です。ご本人のみの使用に限りま
す。教育委員会/教育センターの職員、専門学校の教職員・学生の方も対象に含みます。
（法人や学校教育機関への導入用としてはご利用いただけません）
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●キャンペーン情報

【「職人こだわりの『７つの逸品』プレゼント」キャンペーン】
「一太郎2014 徹」と同様に、各地でこだわりを持って造られている銘品たちを、抽選でプレゼント！
「職人こだわりの『７つの逸品』プレゼント」キャンペーンを、2014年2月7日（金）から2014年3月31日（月）まで実施します。
対象製品を購入のうえ、キャンペーンサイトから応募された方の中から抽選で、総計1,200名様に、日本の職人がこだわり
をもって造った７つの銘品をプレゼントします。

名称：「職人こだわりの『７つの逸品』プレゼントキャンペーン」
期間：2014年2月7日（金）～2014年3月31日（月）
URL： http://www.justsystems.com/jp/camp/2014/
概要：下記対象製品を購入のうえ、ユーザー登録後、キャンペーンサイトから申し込みます。
抽選で下記の賞品が1,200名様に当たります。
賞品：
①磨き屋ステンレスビアタンブラー

200名

【新潟・燕市・金属加工の職人が仕上げた逸品】

②柿渋染ショルダーバッグ

200名

【京都・平安時代からの伝統が造り出す色合い】

③伊賀焼

200名

【三重・江戸時代の築窯以来の技術と遠赤効果】

④京扇子

200名

【京都・伏見の職人が仕上げる純国産仕様】

⑤畳マウスパッド

200名

【熊本産・本い草仕様の畳表と同じ方法で作成】

⑥グリップ一体型ハサミ

100名

【岐阜・関市・日本刀の職人が鍛え上げた一品】

⑦山形鉄器

100名

【山形・900年の伝統を受け継ぐ、鉄鋳物製品】

調理なべ

香箱、三方皿

対象製品：
「一太郎2014 徹」、「一太郎2014 徹 プレミアム」、「一太郎2014 徹 スーパープレミアム」

■出荷終了製品
新製品の発売に伴い、以下の旧製品および関連製品の出荷を終了させていただきます。
◆2014年2月7日（金）出荷終了製品
製

品

名

JANコード

●パッケージ製品
一太郎2013 玄

一太郎2013 玄 プレミアム

一太郎2013 玄 スーパープレミアム

通常版

4988637155958

特別優待版

4988637155965

バージョンアップ版

4988637155972

アカデミック版

4988637155989

通常版

4988637155996

特別優待版

4988637156009

バージョンアップ版

4988637156016

アカデミック版

4988637156023

通常版

4988637156030

特別優待版

4988637156047

バージョンアップ版

4988637156054

アカデミック版

4988637156061

一太郎2013 玄 10本パック

4988637156092
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一太郎2013 玄 5本パック

4988637156078

ATOK 2013 for Windows

[プレミアム]通常版

4988637156344

[ベーシック]通常版

4988637156320

[ベーシック]アカデミック版

4988637156337

ATOK 2013 for Mac + Windows

通常版

4988637157037

花子2013

書籍セット

4988637156153

通常版

4988637156146

Shuriken 2012

4988637154296

※出荷終了に伴う各製品の店頭在庫の取り扱いに関しましては、取引先流通会社様にご相談ください。

◆サポートサービスについて
下記製品につきましては、以下の通りサポート受付を終了いたします。
サポート受付終了以降は、弊社ホームページでの情報提供に切り替えさせていただきます。

●サポート終了製品／サポート終了日
製
一太郎2013 玄

品

名

サポート終了日

通常版
特別優待版
バージョンアップ版
アカデミック版

一太郎2013 玄

通常版

プレミアム

特別優待版
バージョンアップ版
アカデミック版

一太郎2013 玄

通常版

スーパープレミアム

特別優待版

2016年2月8日（月）

バージョンアップ版
アカデミック版
一太郎2013 玄

10本パック

一太郎2013 玄

5本パック

ATOK 2013 for Windows

[プレミアム]通常版
[ベーシック]通常版
[ベーシック]アカデミック版

花子2013

書籍セット
通常版

Shuriken 2012
●情報提供先

2015年2月10日（火）
弊社サポート情報サイト（http://support.justsystems.com/）

※掲載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
以上

株式会社ジャストシステム インフォメーションセンター（平日09:30～18:00 ※土日祝日、弊社特別休業日を除く）
TEL：東京・03-5324-7624 大阪・06-6886-9300／FAX：03-5324-7623
http://www.justsystems.com/jp/services/shoppartner/
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