PDF 開発

データベース ドライバー
CData Driver を使うことで、ODBC、JDBC、ADO.NET などのデータベース インターフェース経由で、100 を超える Web API との
データ連携が可能です。また、CData API Server を使うと、企業データをプロフェッショナルな Web API として公開でき、社内データの
連携強化が可能になります。

CData のデータ連携コンポーネントで連携の悩みを解決
Tools
SQL

CData
Drivers

・Salesforce

HTTPS

BI・帳票

CUSTOM APPS

JDBC/ODBC/
ADO.net

・Twitter

・YouTube

・MongoDB

・Slack

・Marketo

・NetSuite

・MySQL

・OData

・SAP

・kintone

・JSON

・Gmail

・JIRA

・XML

・Google Analytics ・Amazon SimpleDB

CData
API Server

一般的な RDB および NoSQL DB に対応
・Access

・Amazon Redshift

・IBM DB2

・MongoDB

・SQLite

・Oracle

・SQL Server

など

SaaS/NoSQL/Web API

DB

・SQL Azure

・GitHub

・MS Dynamics

ELT・Workflow

・BigQuery

・Facebook

・Apache Cassandra

SQL

REST

・MySQL

・PostgreSQL

など

SWAGGER
JSON
OData

WEB
MOBILE
CUSTOM APPS

サーバー環境

他アプリ、サービスへ

ライセンス、価格、お見積りはこちら

>> xlsoft.com/cdata/
インターネット コンポーネント

インターネット コンポーネント スイート

プロトコル、プラットフォーム、IDE に依存しません

コンポーネントを提供し、さまざまなプラットフォームや開発テクノロジを対象としたインター
ネット対応の Web 、デスクトップ、またはモバイル アプリケーションのすばやい開発を
支援します。

BCL easyPDF SDK は、既存のサーバーやデスクトップ アプリケーションに簡
単に処理を追加できます。

1|Set oPrinter = CreateObject("easyPDF.Printer.8")
2|Set oPrintJob = oPrinter.PrintJob
3|oPrintJob.PrintOut "C:￥input.docx", "C:￥output.pdf"

SFTP Drive

SecureBlackbox

クロスプラットフォーム 対応 で、 40 種 類 以 上の
主要なインターネット プロトコルやテクノロジー
を迅速に統合できるコンポーネント スイート

リモート ファイル システムを SFTP 経由でローカル
ディスク ドライブのように簡単に操作

データ保護、安全なストレージ、安全な転送のための
ソフトウェア コンポーネント

®

製品名

販売価格（税込）
Red Carpet 年間サブスクリプション
¥257,180
¥714,780
Red Carpet 年間サブスクリプション プレミアム サポート付き
クロスプラットフォーム対応の IPWorks は、各エディション共に単体製品としても
お求めいただけます。

SDK Action Center

BCL easyPDF SDK をもっと使いやすくするために、製品機能をまとめ
た Action Center を用意しました。グラフィカル インターフェース上で使
用する関数や設定を選択することにより、コーディング経験のない方でも、
さまざまなプログラミング言語によるコード生成、コンパイル、 Visual
Studio 用の Project ファイルの生成が可能になります。

BCL easyPDF SDK の API は、COM オブジェクト ラッパーに完全に準
拠していますので、COM オブジェクトをサポートするあらゆるプログラ
ミング言語で利用できます。
また、COM ベースのアクセスに加え、新しく追加された Native SDK API
により .NET、Java、PHP、Python、C から直接 API にアクセスするこ
とも可能です。コマンドラインからの呼び出しにも対応しています。

高速かつ高品質な PDF 出力
他社の製品と異なり、BCL easyPDF SDK では自社開発の PDF エンジンを
採用していますので、PostScript 中間ファイルを介せずに高品質な PDF を
作成できます。迅速で信頼性のある PDF 変換を実現し、お使いのサーバー
アプリケーションに容易に統合できるため、処理時間と費用を大幅に削減
できます。

easyPDF PDF Processor SDK

IPWorks

BCL easyPDF SDK 8.0 の特長

さまざまなプログラミング言語をサポート

さまざまな形式のドキュメントを PDF に変換します。
Oﬃce ドキュメント、html ページだけでなく、BMP、JPEG、PNG、TIFF、
WMF、EMF などの画像形式から PDF への変換もサポートします。

Red Carpet 年 間 サブ スクリプション では、 インターネット プロトコル の主 要 なコンポーネントが すべ て 含 まれるパッケージ スイートです。
1 ライセンスで、1 開 発 者 が .NET、Java、ActiveX、Delphi、C++、C++ Builder、PHP、Android、iOS、JS、Python、Qt エディション を 含 む
/n software の 全 製 品を 任 意のマシン で 使 用できます。サブスクリプション 期 間 中 は、常に最 新バージョンへ のアップグレードが 可 能 です。
Red Carpet 年間サブスクリプションには、下記の人気製品も含まれています。

www.xlsoft.com

わずか 3 行のコードで PDF を作成

easyPDF Printer SDK

Red Carpet 年間サブスクリプション
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.NET、Java、PHP、Python、C のネイティブ API による PDF 出力をサポートします

5 つの SDK で PDF アプリ開発をサポート

/n software は、エンタープライズクラスの通信、セキュリティ、ビジネス インテグレーションの

評価版のダウンロードはこちら xlsoft.com/nsoftware/

PDF を API で 操 作 で き る ア プ リ ケ ー シ ョン 開 発 コ ン ポ ー ネ ント

PDF の操作や編集を行います。
しおり、透かし、署名の追加、PDF ファイルのパスワード設定と解除、
PDF ページの抽出、結合、回転、PDF のテキスト抽出もサポートします。

easyPDF PDF Converter SDK

PDF を BMP、JPEG、GIF、PNG、TIFF などの画像形式に変換します。
画像カラー、画質、解像度の指定、マルチ ページ TIFF やさまざまな
圧縮方式もサポートします。

easyPDF PDF Document SDK

PDF フォーム データの挿入や抽出などを行います。
テキスト、コンボ、リスト、チェックボックス、ラジオ ボタン などの
フィールドへのアクセスが可能です。

easyPDF SDK Loader

サーバー サイドの Oﬃce オートメーションによる PDF 出力をサポートします。
easyPDF Printer SDK の補助オブジェクトとして、サーバー環境における
Oﬃce ドキュメントの安定した PDF 出力を可能にします。

ライセンス、価格、お見積り、体験版はこちら

Native SDK API ( ネイティブ SDK API)

従 来 の COM ベースに 加 え、Native SDK API により .NET、Java、PHP、
Python、C から直接 BCL easyPDF SDK の API にアクセスできます。
COM オブジェクトのアーキテクチャには依存しないので、非インタラク
ティブなサーバー環境で、より安全に処理を実行できるようになります。
動作環境
オペレーティング システム

- Microsoft Windows Vista、7、8 、10
- Microsoft Windows Server 2008 、2012、2016 、2019

PDF 出力時にサポートされるソフトウェア

- Microsoft Office 2007、2010、2013 、2016 、2019
- Microsoft Internet Explorer 8 、9、10、11
プログラミング言語
- C#、VB.NET、C/C++、Java、VBScript、PHP、Python
- その他 COM をサポートする言語 (Delphi など )
開発環境

- Visual Basic 6、Visual C++ 6
- Visual Studio 2010、2012、2013 、2015 、2017、2019
- Oracle JAVA SE Development Kit 1.8 またはそれ以降

最新版のフル機能が 30 日間無料
製品名

販売価格
（税込）

BCL easyPDF SDK 開発ライセンス
BCL easyPDF SDK 社内デスクトップ配布ライセンス
BCL easyPDF SDK 社内サーバー配布ライセンス
BCL easyPDF SDK 社内 Web サーバー配布ライセンス
BCL easyPDF SDK SaaS サーバー配布ライセンス ( 年間ライセンス )

お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ

※複数のマシンでの開発や配布の際は、割引価格でご提供いたします。
※初年度は別途 30% の年間サポート、メンテナンス料が必要です。

xlsoft.com/bcl_tech/
www.xlsoft.com

