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パソコンソフト販売ご担当者様

株式会社ジャストシステム
http://www.justsystems.com/jp/

新製品発売のご案内
日本語ワープロソフト「一太郎2016」
日本語入力システム

「ATOK 2016 for Windows」

～ 2016年2月5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2016」、
日本語入力システム「ATOK 2016 for Windows」を、2016年2月5日（金）より発売します。

●日本語ワープロソフト 「一太郎2016」
スマートフォンやタブレットなど、さまざまな端末の登場。OSの進化、タッ
チディスプレイ・高精細ディスプレイなど、文書作成環境の変化。電子書籍
など、新しい文書のかたち。日本語文書の活用も、大きく変わりつつありま
すが、「一太郎」はどんなに環境が変化しても、あなたのチカラとなり続け
ます。一太郎のよさはそのままに、未来へ向けて、変わり続けます。

◆「一太郎モバイルビューイング」
一太郎で作った文書を、スマートフォンやタブレットで手軽に見られるようになりました。
モバイルビューイングのサーバーへの文書のアップロードは、専用メニューからかんたん操作で行
えます。文書の閲覧には専用のクライアントアプリをご用意しています。

◎変わる、一太郎ライフ！
一太郎で作った文書を、スマートフォンやタブ
レットで閲覧することが、手間なくできるよう
になります。ビジネスシーンでのご利用はもち
ろん、趣味や創作の一太郎文書も、パソコンか
ら持ち出してみませんか。好きな場所で読んだ
り、家族や友達に見せたり、仲間に文書をシェ
アするのもかんたんです。

◆高精細ディスプレイ対応
高精細ディスプレイでも快適にお使いいただけるよう、高DPI画面への対応を行いました。
編集画面で文字がにじむことなく、すっきり見やすくなりました。UI要素のサイズも、見やすく、
操作しやすいよう調整。高精細ディスプレイならではの書き心地を存分に味わっていただけます。

◆タブレットビューア画面
タブレットPCは、携帯性と、タッチなどの直感的な操作性から、特に、文書を見たり、見せたりと
いうシーンで、そのよさが発揮されます。一太郎文書を見ること、見せることが、より快適になる
ように、画面づくりをしました。読むことに集中できるよう、UI要素を必要最小限にそぎ落とし、
指で操作しやすいサイズに調整しています。

◆最新OS Windows 10 にも対応
最新OS Windows 10 でも安心してお使いいただけます。さらに、2 in 1タブレットPCのキーボード
の着脱認識にも対応。キーボードを外してタブレットモードに切り替われば、一太郎でも自動認識
し、タブレットビューア画面への切り替えを誘導します。
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◆ゆらぎのかっこよさ、アートな文字の表現力
、、
、、、、

「モジグラフィ」

文字（モジ）とタイポグラフィをかけ合わせて、「モジグラフィ」と名付けました。
タイポグラフィは、文字を適切に配置してデザインすること。さまざまな印刷物などに用いられる
文字のアートな世界を、一太郎ユーザーの皆様に気軽に体験していただきたいとの思いから生まれ
た新機能です。自由にアレンジができ、書籍・冊子やチラシづくりにも最適です。

◎一文字ずつのランダムなサイズや配置が特徴

◎選ぶのが楽しくなる、さまざまなレイアウト

◆人、モノ、が際立つ 「写真切り抜き」
写真を形にそって切り抜くことができるようになりました。
写真の切り抜きに専用のツールをご用意しましたので、は
じめての方でもかんたん。フォトレタッチソフトなどで手
間と時間のかかっていた処理が、スムーズに行えるように
なります。

◆文章校正の精度アップ！

プロも使っている超強力校正エンジンを搭載

執筆を職業としている方にも多くご愛用いただいている、当社の文章校正支援ツールの最新版「Ju
st Right!5 Pro」世代の校正エンジンを搭載し、一太郎での文章校正機能をさらに強化しました。
空白を含む単語など、これまで過剰に指摘していた内容を抑制し、必要なものだけを最適に指摘し
ます。スピーディーなチェックが可能となり、校正作業の負担がぐんと軽くなります。

◆不要な改行だけをかしこく削除

「まとめて改行削除」

文書中の不要な改行をまとめて削除することができるようになりました。
メール本文などでよくある、一定の文字数で改行された文書を一太郎に貼り付けたりした場合のレ
イアウトのずれを整えるのに便利です。段落スタイルや個条書きなどを保持したまま、不要と思わ
れる改行のみを削除するため、文書編集が進んだ状態で実行しても、再レイアウトの手間が軽減さ
れます。

◆本を作る人のためだけに作った、ナビゲーション 「EPUB編集ツールパレット」
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EPUB作成が目的で一太郎を新たに使いはじめられた方はもちろん、
長年一太郎をお使いの方にも、迷わずEPUB文書の作成ができるよ
う、EPUB編集ツールパレットをご用意しました。
EPUB編集ツールパレットには［書籍編集］パレットを新搭載。テ
ンプレートを選び、スタイルや表紙を決めて、保存まで、必要な
機能を流れにそって呼び出せるので、迷わずEPUBなどの書籍文書
の作成が可能です。

◆本の注目度を左右する、表紙のチカラ
「EPUB表紙ギャラリー」
思いを込めて作り上げたEPUB文書を公開したら、できるだけたく
さんの人に読んでもらいたいと思いませんか。電子書籍ストアで
は、表紙の印象がポイントのひとつとなります。広報誌や会報な
どをEPUB文書で公開するケースも同様に、「読みたい」と思わせる
表紙づくりをサポートします。

◆≪一太郎2016 限定≫

らくらく新聞テンプレート＆本格新聞書体

会報や学級だよりなど、新聞のような体裁の文書づくり。段組や枠、ページ飾りなど、さまざまな
機能を利用して作るため、ご苦労されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「もっとかんたんに新聞づくりができないだろうか」「新聞づくりを楽しんでいただきたい」との
思いから生まれた、一太郎2016 だけの限定機能です。

◎「らくらく新聞テンプレート」 … 文字と写真を入れ替えるだけで、かんたん新聞作成！
さまざまな用途にお使いいただける、新聞テンプレートを20点ご用意しました。あらかじめス
タイルや体裁が整えられているため、テンプレートを選んで、文字と絵や写真を入れ替えれば、
新聞ができあがります。

◎「本格新聞書体」 … 新聞各社で採用された本格書体で、紙面の質感がぐんと増す！
産経新聞など、新聞各社に導入されている、モトヤの新聞書体を搭載します。
本文に最適な「モトヤUP新聞明朝 Otf W2」と、見出しに使いやすい「モトヤUP新聞ゴシ Otf W
3」の2書体を搭載。本格的な新聞書体でつくる紙面は、ぐんと質感が増します。
【一太郎2016

搭載ソフト】

日本語ワープロソフト

「一太郎2016」

日本語入力システム

「ATOK 2016 for Windows」

≪限定機能≫

「らくらく新聞テンプレート」

≪限定機能≫

「本格新聞書体」

●日本語ワープロソフト 「一太郎2016 プレミアム」
「一太郎2016」の機能に、
「花子2016」
「ATOK 2016」をはじめ、
「モトヤフォ
ント」、「精選版日本国語大辞典」、「ジーニアス英和/和英辞典」などの電子
辞典、音声読み上げソフト「詠太6」、メールソフト「Shuriken 2016」を搭
載した、上位版の日本語ワープロソフトです。

◆「モトヤフォント」
「可読性の良さ」と「文字の美しさ」を追求し、絶大な支持を得ているモトヤフォント。そのモト
ヤフォントからフラッグシップ書体である「アポロ」を始め、スマートフォンや地図サービスにも
採用されている独特の味わいを持つ「シーダ」「マルベリ」など、一太郎ユーザーから要望の高い
デザイン書体を中心に選定しました。日本語文書により豊かな表現をもたらす高品質フォントとし
て5ファミリー8書体を搭載します。
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◆人気の辞典を新搭載 「精選版日本国語大辞典 for ATOK」
「ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK」も大改訂して搭載
入力しながら言葉の意味や用例を調べられる「ATOK連携電子辞典シリーズ」に、3,000人を超える
識者の力を集結した小学館の大型国語辞典「精選版日本国語大辞典」を初搭載。大型書籍全3巻に
厳選された30万項目、約30万用例を収録。「一太郎」の辞書引き機能からも利用でき、文書作成を
強力にサポートします。
さらに、英和辞典が8年ぶりに大改訂された「ジーニアス英和/和英辞典」も引き続き搭載します。

◆読み上げ時間を計測する機能を新しく搭載

「詠太6」

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「V
oiceText」
（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6」では、これまでの日本語話者（3話者）に
加え、新たに英語話者（JULIE）を搭載し、英文の読
み上げに完全対応しました。また、一太郎文書を読み上げる際に、日本語文と英文を話者を切り替
えて読み分ける機能も搭載しています。

◆統合グラフィックソフト「花子2016」を搭載
豊富な作図・編集機能を備えた、統合グラフィックソフトである「花子」。その最新バージョンと
なる「花子2016」では、特定の図形を指定された数だけ縦横に並べるアレイ図作成機能や図面の一
部を拡大表示できる拡大鏡を新搭載。また、一太郎からも呼び出せる部品として、実用的なテンプ
レートや教材部品などを中心に約500点を新たに増量しました。

◆2年ぶりにバージョンアップ インターネットメールソフト「Shuriken 2016」搭載
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年ぶりにバージョ
ンアップ。よくあるメール送信時のミスを防ぐチェック機能を大幅に強化しました。また、Gmail
等のメールアカウントの簡単登録やメール送信キャンセル機能を新たに搭載しました。

【一太郎2016 プレミアム

搭載ソフト】

日本語ワープロソフト

「一太郎2016」

日本語入力システム

「ATOK 2016 for Windows」

≪限定機能≫

「らくらく新聞テンプレート」

≪限定機能≫

「本格新聞書体」

フォント

「モトヤフォント 8書体」

ATOK連携電子辞典

「精選版日本国語大辞典 for ATOK」
「ジーニアス英和／和英辞典 for ATOK」

音声読み上げソフト

「詠太（えいた）6」

統合グラフィックソフト

「花子2016」

インターネットメールソフト 「Shuriken 2016」
PDFソフト

「JUST PDF 3 [作成・編集]」
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●日本語ワープロソフト 「一太郎2016 スーパープレミアム」
「一太郎2016 スーパープレミアム」は、
すべての一太郎の中で、最上位版となる日本語ワープロソフトです。
厳選されたソフトを結集した「一太郎2016 プレミアム」のすべての機
能に加え、高い学術性と信頼性の百科事典「ブリタニカ国際大百科事典
小項目版 2016」「ブリタニカ・オンライン・ジャパン 利用権」や統合
フォトレタッチソフト「Zoner Photo Studio 17 HOME J」、Microsoft O
ffice互換ソフトとなる表計算ソフト「JUST Calc 3」やプレゼンテーショ
ンソフト「JUST Focus 3」を搭載した、一太郎最上位モデルです。
また、一太郎開発者監修ガイドブック「とことん一太郎」を2016版限定
で搭載します。

◆≪一太郎2016 スーパープレミアム限定≫ 最高峰の百科事典
「ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 2016」
「ブリタニカ・オンライン・ジャパン 利用権」
世界的な百科事典として名高いブリタニカ百科事
典（Encyclopaedia Britannica）。その制作が開始
されたのは1768年で240年以上の歴史を誇ります。
その間、各時代を彩る偉大な寄稿者(アインシュタ
インやキュリー夫人など)と専任の編集者によって
伝統は紡がれ、継承されてきました。
「一太郎2016」では以下2種類のご利用ができます。

◎「ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 2016」
「ブリタニカ国際大百科事典」は、ブリタニカ百科事典（Encyclopaedia Britannica）をもと
に、米国本社の編集者と連携しながら日本の編集部が日本の読者向けに提供している日本語の
百科事典です。日常的、実用的な事柄から専門的、学術的分野まできめ細かく多様なニーズに
対応しています。歴史的分野にとどまらず現代社会の最新情報も多く含み、広い範囲の知識を
カバーしています。また、広い視野から日本を捉えると同時に、アジアに関する記述にも力を
入れています。

◎知のポータルサイト「ブリタニカ・オンライン・ジャパン 利用権」
ブリタニカ・オンライン・ジャパンは、日本語の百科事典サービスの「ブリタニカ・オンライ
ン・ジャパン」と英語の百科事典サービスの「Britannica Academic」をベースとした知のポー
タルサイトです。日本はもとより、世界が認める一流の知識人があなたの疑問解決、調査、学
習をサポートします。論文やレポート、ビジネス資料の作成など、さまざまなシーンでご利用
になれるサービスです。
このブリタニカ・オンライン・ジャパンを2019年3月末までご利用いただけます。

◆一太郎開発者監修ガイドブック 「とことん一太郎」
一太郎開発者監修のガイドブック「とことん一太郎」を限定搭載します。実際
に一太郎を開発しているメンバーがお勧めする一太郎の技をリファレンス風に
して紹介します。また、それぞれの項目は、難易度と深度の2軸で数値化して
いるので、一太郎をどのくらい理解しているのかも一目瞭然です。
※B5変型サイズ、フルカラー、96ページ、非売品

◆高機能と軽快さを追求

フォトレタッチソフト「Zoner Photo Studio 17 HOME J」

趣味や旅行でよく写真を撮るけれど、整理が追いつかなくて…という方に最適なフォトレタッチソ
フト、「Zoner Photo Studio（ゾナーフォトスタジオ）」がバージョンアップ。
「Zoner Photo Studio 17 HOME Ｊ」は、芸術の国・チェコで開発された、世界で500万人以上のユー
ザーが使用している統合型フォトレタッチソフト。軽快な「画像管理機能」と、多彩な「画像編集
機能」を備えており、初心者からプロの写真家まで、デジタル写真を扱うすべてのユーザーにとっ
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て満足いただけます。
グレースケール、逆ティルト(ミニチュア)、セピア、油絵、鉛筆描きなどの「効果」、赤目補正や
モーフィングメッシュなど様々な編集が可能ですが、今回新たに、アニメ風の効果が追加になるな
ど、進化をしています。

◆新しいプレゼンテーションソフト

「JUST Focus 3」

JUST Focus 3は、Microsoft Office PowerPointと高い互換性を持ったプレゼンテーションソフト
です。多くのビジネスシーンで活用されるPowerPointのpptx形式のファイルの読み込みと保存に対
応しています。また、すぐれた表現力とさまざまな便利な機能を備えていて、魅力あるプレゼンテー
ションを演出します。
【一太郎2016 スーパープレミアム

搭載ソフト／製品】

日本語ワープロソフト

「一太郎2016」

日本語入力システム

「ATOK 2016 for Windows」

≪限定機能≫

「らくらく新聞テンプレート」

≪限定機能≫

「本格新聞書体」

フォント

「モトヤフォント 8書体」

ATOK連携電子辞典

「精選版日本国語大辞典 for ATOK」
「ジーニアス英和／和英辞典 for ATOK」

音声読み上げソフト

「詠太（えいた）6」

統合グラフィックソフト

「花子2016」

インターネットメールソフト 「Shuriken 2016」
PDFソフト
≪限定ソフト≫百科事典

「JUST PDF 3 [作成・編集]」
「ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 2016」
「ブリタニカ・オンライン・ジャパン 利用権」

フォトレタッチソフト

「Zoner Photo Studio 17 HOME Ｊ」

プレゼンテーションソフト

「JUST Focus 3」

表計算ソフト

「JUST Calc 3」

▼ご利用目的に合わせて選べる「一太郎2016」シリーズ！
一太郎2016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

一太郎2016
スーパープレミア
ム

一太郎2016
プレミアム

一太郎2016

一太郎2016

[Up]

○

○

○

ATOK 2016

[Up]

○

○

○

[New]
[New]

○
○

○
○

○
○

モトヤフォント

[New]

○

○

精選版日本国語大辞典 for ATOK

[New]

○

○

ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK

[Up]

○

○

詠太6

[Up]

○

○

花子2016

[Up]

○

○

Shuriken 2016

[Up]

○

○

○

○

≪限定≫
・
「新聞テンプレート」
・
「本格新聞書体」

JUST PDF 3 [作成・編集]
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▼

≪限定≫
・ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 2016 [New]
・ブリタニカ・オンライン・ジャパン 利用権[New]

○
○

「とことん一太郎」

[New]

○

フォトレタッチソフト
Zoner Photo Studio 17 HOME Ｊ

[Up]

○

JUST Calc 3

[Up]

○

JUST Focus 3

[New]

○

「一太郎2016」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 2016 for Windows」
快適な変換を実現するかしこい日本語入力システムの「ATOK」。
最新の「ATOK 2016 for Windows」では、入力中の内容に合わせてふさわしい
ことばを優先的に表示する「ATOKインサイト」やいろいろなアプリ上で気に
なる単語を手軽に辞典検索する「ATOKイミクル」を新搭載。さらに、進化し
た入力補正機能「ATOKタイプコレクト」では、手の位置がずれてしまった場
合の入力ミスまでもしっかりと補正します。また、見やすい変換候補と「リ
フレッシュナビ」でATOKならではの視点から健康をサポートするなど賢さと
快適さが強力にパワーアップしました。

◆シーンにあったことばが変換できる

「ATOKインサイト」

私たちはパソコンを使って、ビジネスや友人・家族とのやりとりなど、様々な場面で文章を書きま
す。その場面場面で、優先して入力したいことばやフレーズが異なっていますが、「ATOK 2016」で
は、それぞれの入力場面で参照している文章中に含まれることばやフレーズを、入力している ”
そのときだけ" 優先して推測候補に提示します。手間をかけることなく「すばやく」そして「正確
に」入力することが可能になりました。あらかじめ変換用の辞書を編集しておく必要はないため、
機能を意識することなく、その場で参照している文章の中のことばやフレーズが、自然に自分自身
の文章で使用できます。

◆手の位置のズレまでも修正可能

「ATOKタイプコレクト」

好評の入力補正機能がパワーアップ！
両手がキーボードの定位置からずれて入力してしまい、何を入力したのか分からなくなってしまっ
たような、ありがちな打鍵ミスも、「ATOKタイプコレクト」が訂正候補を提示することで、入力し
直しにかけていた時間を大幅に削減できます。ちょっとした打鍵ミスにペースを乱されることなく、
文章を作成するという本来の目的に集中いただけます。

◆参照中の気になる言葉をササッと検索！

「ATOKイミクル」

「ATOK 2016」では、さっと電子辞典が参照できる使い心地はそのままに、文章を書いているとき
だけでなく、文章を読んでいるときにも電子辞典検索が使える新ツールを搭載しました。これまで
入力・変換中に使っていたATOK連携電子辞典の活用の場面が一気に広がります。
操作は簡単。気になる単語を大まかに範囲指定して、[Ctrl]キーを2回押すだけ。ブラウザーから
でも、WordやExcelからでも、その場ですぐに電子辞典を呼び出せます
◆見えない疲れをATOKが察知！「リフレッシュナビ」
文章作成に没頭。わずかな休息さえも忘れキーボードに向かい続けて、気がつけば、”指や手首に
負担がかかり、肩がこわばっている”といったことはないでしょうか。
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「ATOK 2016」では、”打鍵数”、”入力ミスの傾向”などから、気づきにくい疲れをキャッチし、リ
フレッシュタイミングをお知らせします。トータルでの作業効率アップやミスの防止にお役立てい
ただけます。入力が一定以上連続されると、ディスプレイ右下隅から、リフレッシュタイミングを
お知らせ。そのお知らせをクリックすると、より詳細な入力状況を確認できます。(ATOKメニュー
からも確認可能)

▼ご利用目的に合わせて選べる「ATOK 2016シリーズ」！
ATOK 2016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 2016 for Windows

主な製品構成

ATOK 2016 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
精選版日本国語大辞典 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

[Up]

[New]
[Up]

[ベーシック]
通常版/ｱｶﾃﾞﾐｯｸ版
○
○
○
○
○
-

[プレミアム]
通常版
○
○
○
○
○
○
○
○

○

●統合グラフィックソフト「花子2016」
豊富な作図・編集機能を備えた、統合グラフィックソフトの「花子」もバージョ
ンアップして搭載します。
「花子2016」では、同じ図形を縦横に繰り返して配置し、簡単に表などが作成
できる「アレイ図」、図面の一部分のみを拡大することで、全体の配置とのバ
ランスを確認しながらの図形作成を可能とする「拡大鏡」、複雑な部品の内容
が即座に分かるよう大きなポップアップウィンドウで部品の内容を表示する
「部品一覧ポップアップ表示」の機能を新搭載。若い世代の方はもちろん、ご
年配の方でもご利用いただきやすくなっています。

◆簡単！「アレイ図」
特定の図形を縦、横に決められた回数だけコピーすることで座席表や時間割などの図面を作成しま
す。

◆見やすい！「拡大鏡」
図面中の必要な部分のみをポップアップウィンドウで拡大表示します。画面全体を拡大する場合に
比べて画面のどの部分を拡大しているのかが分かりやすいため、大きな図面を編集するのに便利で
す。

◆便利！「部品一覧ポップアップ表示」
部品一覧の図形をポップアップウィンドウで拡大して表示します。部品名や部品番号も同時に確認
できるので、一覧では内容が分かりにくい部品の内容を確認する場合に便利です。

◆豊富な実用部品の更なる拡充
約500点あまりの部品を追加。
花子の部品は、時代や日本人の感性にマッチしたイラストを厳選して搭載しているのが特徴です。

▼ご利用目的に合わせて、「花子2016 [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2016 使
いこなしガイド」と「花子2016」をセットにした、「花子2016 [書籍セット]」も用意しています。
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●インターネットメールソフト「Shuriken 2016」
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 2016」では、作成したメー
ルの誤送信を防ぐための機能を搭載し、メール誤送信によるトラブルを未然に
防止します。また、スマートフォンのメールやWindows 10といった新しい環境
への対応も行います。

◆送信メールの確認画面でメールのミスをチェック
作成したメールを送信する前に内容のチェックを自動的に行い、以下のよ
うな問題がある場合に送信メールの確認画面で指摘をします。
・見出し忘れ／違う宛先／宛先設定／敬称抜け
・添付ファイルのサイズ／添付ファイル忘れ

◆万一送信ミスした場合でも大丈夫 … メール送信の取り消し
上記の送信メールチェック機能によって、メール送信のミスが生じる可能性は大幅に減るはずです。
しかし、誤った内容のメールのまま送信ボタンを押してしまう操作ミスがあるかもしれません。
そこで、そのような場合にも対応できるようにするため、送信ボタンを押した後、一定時間内であ
ればメールの送信処理を取り消すことができるようにしました。

◆スマホのメールがPCでも使える … ドコモメール、Gmailの対応
スマートフォンを保有している一太郎ユーザー様のうち、77％の方がスマートフォンのメールをPC
で使っているあるいは使いたいと回答されていることにお答えして、ドコモメールやGmailをShuri
kenで簡単に扱えるようにしました。

●新製品一覧
◆パッケージ製品＜発売日：2016年2月5日（金）＞
製
一太郎2016

品

名

<表の価格は税別です>
価格

通常版

JANコード

20,000円

4988637159772

9,800円

4988637159789

8,000円

4988637159796

8,000円

4988637159802

25,000円

4988637159819

18,000円

4988637159826

15,000円

4988637159833

15,000円

4988637159840

38,000円

4988637159857

31,000円

4988637159864

28,000円

4988637159871

28,000円

4988637159888

一太郎2016 10本パック

180,000円

4988637159932

一太郎2016 5本パック

90,000円

4988637159925

[プレミアム]通常版

12,000円

4988637160006

[ベーシック]通常版

8,000円

4988637159970

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2016

通常版

プレミアム

特別優待版

注6

注１

バージョンアップ版
アカデミック版
一太郎2016

通常版

スーパープレミアム

特別優待版

注4

注6

注２

バージョンアップ版
アカデミック版

ATOK 2016 for Windows

注3

注6
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注5

[ベーシック]アカデミック

5,000円

4988637159987

9,800円

4988637159949

10,800円

4988637159956

4,800円

4988637159963

版注6
花子2016

通常版
書籍セット

Shuriken 2016

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、
Shuriken、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、
Shuriken、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）

●キャンペーン情報

【一太郎2016 大感謝プレゼントキャンペーン】
抽選で計1,000名様に、ジャストシステム厳選の逸品をプレゼント！
2016年2月5日（金）から2016年3月31日（木）まで、下記内容で記念キャンペーンを実施します。

名称：
「一太郎2016 大感謝プレゼントキャンペーン」
期間：2016年2月5日（金）～2016年3月31日（木）
URL： http://www.justsystems.com/jp/camp/2016/
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1,000名様に当たります。
プレゼント賞品：
＜Aコース

健康維持・デジタルヘルスケアアイテム＞

A-①賞

My Way Fit 活動量計 X-Band Plus

A-②賞

TOR ネックマッサージピロー

100名

A-③賞

キングジム デジタル耳せん

150名

＜Bコース
B-①賞

50名

Made in JAPAN こだわりの高品質アイテム＞
≪MADE IN TSUBAME≫セパレートワインカップペアセット

50名

B-②賞 国産コートブラシ＆シューズブラシ２本セット

300名

B-③賞 木製ステーショナリー 雑貨セット

350名

対象製品：
「一太郎2016」、「一太郎2016 プレミアム」、「一太郎2016 スーパープレミアム」
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■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。
◆2016年2月4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2015

一太郎2015 プレミアム

一太郎2015 スーパープレミアム
30周年記念パック

通常版

4988637158492

特別優待版

4988637158508

バージョンアップ版

4988637158515

アカデミック版

4988637158522

通常版

4988637158539

特別優待版

4988637158546

バージョンアップ版

4988637158560

アカデミック版

4988637158553

通常版

4988637158577

特別優待版

4988637158584

バージョンアップ版

4988637158591

アカデミック版

4988637158607

一太郎2015 10本パック

4988637158652

一太郎2015 5本パック

4988637158645

ATOK 2015 for Windows

[プレミアム]通常版

4988637158782

[ベーシック]通常版

4988637158751

[ベーシック]アカデミッ

4988637158768

ク版
ATOK 2015 for Mac + Windows

通常版

4988637159352

花子2015

通常版

4988637158720

書籍セット

4988637158737

Shuriken 2014

4988637157600

※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2015

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2015 プレミアム

通常版
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特別優待版
バージョンアップ版
アカデミック版
一太郎2015 スーパープレミア

通常版

ム

特別優待版

30周年記念パック

2018年2月6日（火）

バージョンアップ版
アカデミック版

一太郎2015 10本パック
一太郎2015 5本パック
ATOK 2015 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2015

通常版
書籍セット

Shuriken 2014
●情報提供先

2017年2月7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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