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高速 No.1※ 超高速エンジン搭載
最上級の機能を持つ PDF スイート
※2010 年 6 月 FoxitJapan 調べ

『Foxit Phantom PDF Suite Premium』
『Foxit Phantom PDF Suite Premium 乗換優待版』
2010 年 8 月 26 日（木）発売
株式会社アスク（本社：東京都新宿区下宮比町 2-6 代表取締役：天谷修身）は、全世界で 1 億ダウンロードの
実績を誇る Foxit Reader をベースに PDF 作成や編集機能がついた PDF スイート 、Windows 用ＰＣソフト
『Foxit Phantom PDF Suite Premium』と、既に他社製の市販 PDF ソフトをお使いの方向けのお得な乗換版
『Foxit Phantom PDF Suite Premium 乗換・優待版』を、2010 年 8 月 26 日（木）に発売致します。

【製品概要】

とにかく速い！超高速処理で PDF 編集作業を効率化！
PDF 作成・変換・編集・高度編集等、ビジネスユーザー向けの多くの機能を持ったオールインワンの PDF ソフトです。
全世界で 1 億ダウンロードの実績を誇る Foxit Reader のエンジンをベースにしている為、処理も高速！
多くのビジネスシーンで利用されている PDF ファイルを最大限に活用する事ができます。

【特長】
●コンパクトで高速処理
●高度編集機能
●PDF ファイルから Word、Excel、PowerPoint ファイルへの変換機能
●PDF 作成機能
●ページ編集機能
●PDF フォーム作成機能
●セキュリティ設定
●スタンプツール
製品の特長
■コンパクトで高速処理
競合製品のおよそ 3 倍の速さで PDF を作成。
そしてインストールファイルのサイズはわずか 10.9MB、ハードディスク容量は 22.6MB しか使用しません。これは競合製
品に比べ、飛躍的に少ない容量となっています。

■高度編集機能
PDF ページ内のテキストの直接編集、テキストボックスや画像、ムービーの追加や削除をワープロ感覚で行えます。
注釈機能もついておりますので、複数人での共同作業にも最適です。
・注釈機能で複数人での共同作業

・テキストの一部を削除したり、追加したり直接編集が可能

■PDF ファイルから Office ファイルへの変換機能
PDF・JPEG・BMP ファイルをテキスト付 PDF・Word・Excel・PowerPoint・テキストフォーマットへ変換できます。
PDF から Word・Excel・PowerPoint への変換の場合は、テキストデータ解析後に変換する事もできます。

■PDF 作成機能
印刷可能なファイルから、またはドラッグアンドドロップによる PDF 作成ができます。その他にフォントの埋め込み、
PDF/A-1b 規格をサポート。空白ページから PDF を作成する事もできます。
■ページ編集機能
複数の PDF ファイルの結合、ページ抽出、分割、挿入、並び替えなどのドキュメント再構成を行います。
ページ単位でトリミングや回転等の編集も可能です。
■PDF フォーム作成機能
チェックボックス、ラジオボタンなどを使用したインタラクティブフォームを作成する事ができます。

■セキュリティ設定
証明書やパスワードによる暗号化を設定したり、ファイルの閲覧、コピー、編集、印刷の可否の制限などを加える事が
できます。256-bit AES、128-bit AES、 128-bit ARC-FOUR 暗号化対応
■スタンプツール
標準で利用可能なスタンプの他に新規にスタンプを作成する事ができます。

商品情報
【ダウンロード販売】

8/6 より直販サイトとベクターにて先行販売開始

■発売日

2010 年 8 月 6 日(金)

■ダウンロード販売サイト
株式会社ベクター http://shop.vector.co.jp/service/servlet/Catalogue.Detail.Top?ITEM_NO=SR224381

アスクウェア（直販） http://www.ask-ware.jp/product_home.html?prod=foxitphantom

ダウンロード版発売記念特価

税込 7980 円⇒

6,980 円（税込）

【パッケージ版】

8/6 予約開始

■発売日

2010 年 8 月 26 日（金）

■製品情報

http://www.ask-ware.jp/product_home.html?prod=foxitphantom

■製品構成

インストール CD、インストールガイド、ライセンスカード

■価格とラインナップ
商品名

税込標準価格(税抜価格)

Foxit Phantom PDF Suite Premium

12,800 円(12,190 円)

Foxit Phantom PDF Suite Premium 乗換優待版

8,980 円(8,552 円)

■30 日間 Foxit Phantom PDF Suite 試用版
配布開始日 8 月中旬を予定※PDF から Word・Excel・PowerPoint などへ変換する OCR ユーティリティを除く
動作環境
●対応 OS：Windows 7 日本語版、Windows Vista SP2 以上 日本語版、Windows XP Home Edition SP3 以上 日本語版、Windows XP
Professional SP3 以上 日本語版 ※Windows 7 の 64 ビット版では、WOW64 サブシステム上で、32 ビットアプリケーションとして動作します。※Windows
Vista の各エディションは 32 ビット版に限り対応しています。※簡易ユーザー切り替えには対応していません。●CPU：1.3 GHz 以上
奨:128 MB RAM 以上)

●メモリ：64 MB RAM (推

●HDD：90 MB 以上のハードディスク空き容量●画面解像度 800*600 ドット以上 ●インターネット環境 インストール時アクティ

ベーションが必要 OCR 変換時の注意事項：●解析可能な PDF ファイルの制限事項 ・ フォームデータには未対応フォームデータ以外が解析対象。・ パッケージ
形式は、先頭のページのみ解析対象。PDF1.7 仕様のパッケージ形式には非対応。・ PDF ファイルに文字データが存在しない場合はページ全体を画像として出
力。・ Unicode、Windows で使用できない特殊記号などの文字には未対応。●[テキスト(データ抽出)]を選択した場合の制限事項・複数ファイルの変換時、
PDF・画像ファイル以外を含む複数ファイルを選択してドラッグアンドドロップした場合、PDF・画像ファイル以外のファイルは変換対象とされません。・ファイル名の重複・
保存先のフォルダーに同じ名称のファイルが存在する場合、各ファイル名の末尾に連続した数値番号が付加され、別名で保存されます。

お客様 お問い合わせ先
■アスクカスタマーサポートセンター
ご購入前相談窓口： http://www.ask-ware.jp/salessupport.html
報道関係者様 お問い合わせ先
■株式会社アスク ソフトウェア事業部
Tel 03-3267-6808
評価版をご希望の場合はご連絡ください。

e-mail pr@ask-digital.co.jp

