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エクセルソフト総合カタログ

TestComplete
GUI テスト 自動化ツール

インテル® oneAPI 発売！
新しいインテル コンパイラー

特長

• デスクトップ、Web、モバイル アプリの GUI テストを自動化
• コードを書かずにテスト シナリオを作成

ZIP ベースでシンプルなデータ暗号化でセキュリティを強化 [ 04 ]

• スクリーンショットの自動取得
• マルチ ブラウザー対応
• 国内 280 社以上の導入実績

高速で軽量な AR SDK でモバイル アプリに AR エンジンを実装

利用シーン

• オブジェクト (コントロールなど) のプロパティ、メソッド情報

• 繰り返し行うテスト
• エビデンス取得作業の効率化 / 取得漏れの防止

• 記録時と再生時に自動でスクリーンショットを取得
• Microsoft Excel やデータベースなど、外部のデータソースから
値を取得して、テストの中で利用可能なデータドリブン機能

• バッチ処理によるテストの実行

サーバー上で動的に PDF 生成、編集が可能な .NET ライブラリ [ 25 ]

• テストのバラつきの解消
• CI 環境におけるテスト自動化
• 複数の OS / ブラウザーの組合せテストの効率化

バーコード認識、画像処理、PDF 処理機能を簡単に実装可能 [ 26 ]

• Windows 10 機能更新プログラムの追従テスト

• クロス ブラウザー テスト

• 業務自動化 (RPA) ツールとして利用

• 遅延、待機処理
• 条件分岐、ループ処理

お客様の声

• スクリーンショットを含む詳細なテスト ログの出力

主要なすべての形式に対応したファイル操作 API の決定版 [ 27 ]

「GUI テストの工数を 50% 以下に削減」

• Jenkins からテストを自動実行

[ 10 ]

.NET で Excel ファイルを高速操作できるイチ推しの開発ツール [ 24 ]

主な機能
を取得

[ 02 ]

株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 様

• JIRA や Git との連携で、アジャイル開発にも対応
• テスト中のビデオ録画機能
その他機能や、
機能の詳細は弊社 Web サイトをご参照ください。

評価版の取得、製品価格はこちら

xlsoft.com/smartbear/

GUI テスト自動化と API テスト自動化で回帰テストを効率化 [ 28 ]

「一年で 1,600 万円のコストの削減を実現」
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 様

「回帰テストで大幅な工数削減を実現」
ウイングアーク 1st 株式会社 様

注目の新製品
NEW

[ 14 ]

API 機能テスト自動化ツール、API デザインとドキュメント化

SwaggerHub - API 構築を共同で作業

• REST、SOAP、その他主な API と IoT プロトコルの機能テスト
• GUI ベースでテスト対象を設定、コーディングなしで、テストを実行可能

Swagger を使った API の設計とドキュメント化のためのプラットフォーム。
API ライフ サイクル 全 体 に 渡って チ ーム 全 体 に 適 切 な ツール を 確 実 に

• 複数の負荷シナリオを同時実行可能、様々な条件でのパフォーマンス確認

提供します。
• コラボレーティブなデザイン
• インタラクティブなドキュメント
• Swagger ベースの API を簡単に検索できるレジストリ

〒 108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

利用しているネットワーク監視ソフトウェアです。無料評価版あります。

NEW

ReadyAPI Test - API 機能テスト ツール

ReadyAPI Performance - API 負荷テスト ツール

PRTG Network Monitor は 170 以上の国の 20 万人以上のシステム管理者が

エクセルソフト最新情報はこちら >>

TEL : 03-5440-7875 FAX : 03-5440-7876 E-mail : xlsoftkk@xlsoft.com

[ 14 ]

NEW

コード不要、誰でも簡単にデータ変換と機械学習による予測分析、
データ可視化を可能にするデータ アナリティクス ツール

[ 15 ]

Web やモバイルアプリのインタラクティブなプロトタイプを

ドラッグ アンド ドロップでコーディングなしで簡単にデザイン！

エクセルソフトの海外ソフトウェア購入代行サービス
通常の取り扱い製品以外にも、海外のさまざまな開発ツールの購入や契約をお手伝いいたします。

XLsoft のロゴ、XLsoft は XLsoft Corporation の商標です。その他の社名、製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。 ※本カタログに記載された内容は、事前の予告なく変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
©2021 XLsoft Corporation.
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xlsoft.com/daiko/

.NET、Java 開発

インテル® oneAPI
ツールキット

インテル® Parallel Studio XE が新しくなりました

Word、Excel、PDF、PowerPoint を
生成、編集、変換、出力できる API ライブラリ

.NET、Java & C++

インテル® oneAPI ツールキットは、インテル社製の CPU や GPU、FPGA など、クロスアーキテクチャー・
プログラミングに対応する開発ツールです。これまでの インテル® Parallel Studio XE のコンパイラーや
解析ツールを含むツールキットや、インテル® System Studio の後継にあたるツールキットに加え、レンダリング・
ツールキットが提供されます。
インテル社製の CPU、GPU、FPGA から最大限に性能を引き出したい開発者向けに、生産性と効率の良い
ヘテロジニアス・プログラミングを支援します。
インテル® oneAPI ツールキットには、ベース・ツールキット、および用途ごと (HPC、IoT、レンダリング) の
ニーズに対応する専門的なツールを加えた計 4 つの構成があります。 ほとんどのツールは Windows* と
Linux* の各 OS 向けにサポートされています。

ベース・ツールキット
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oneAPI から新しく追加されたデータ並列 C++ コンパイラーとパフォーマンス・ライブラ
リー、それらにより高速化される Python* 実行環境、およびアプリケーションの性能解析
ツールが含まれます。1 つのプログラミング・モデルで複数のアーキテクチャー (インテルの
C P U、G P U、F P GA ) に わたって高いパフォーマンスを発 揮できるコードの 開 発 を
支援します。

ベース
&
HPC ツールキット

ベース・ツールキットの内容に加えて、これまでの C/C++ および Fortran コンパイラーと、
最適化された MPI ライブラリーを含む MPI アプリケーション開発ツールが含まれます。
単一の PC からクラスターシステムまで、様々なプラットフォーム向けに継続してコードを
最適化できます。
従来製品であるインテル® Parallel Studio XE の後継バージョンに相当します。

ベース
&
IoT ツールキット

ベース・ツールキットの内容に加えて、C/C++ コンパイラー、Eclipse IDE や Yocto Project*
向け Linux* カーネル・ビルド・ツール、IoT 接続ツールが含まれ、スマートなコネクテッド・
デバイスを構成する優れた IoT アプリケーションの開発を支援します。
従来製品であるインテル® System Studio の後継バージョンに相当します。

ベース
&
レンダリング・
ツールキット

ベース・ツールキットの内容に加えて、インテルが提供する CPU と将来の GPU 向けに最適化
されたレンダリング・ツールとライブラリーにより、優れたビジュアライゼーション・アプリケー
ションやソリューションの開発を支援します。

www.xlsoft.com

Aspose.Words

Aspose.Cells

ションから生成、編集、変換、出力できます。

の生成、編集、変換、出力を可能にします。

Microsoft Word を使用することなく、Word
文書 (DOC、DOCX、RTF など ) をアプリケー

Microsoft Excel をインストールすることなく
Excel スプレッドシート (XLS、XLSX、ODS など )

Aspose.PDF

Aspose.Slides

の生成、編集、変換、セキュリティ設定が可能。
実行環境に Adobe Acrobat は必要ありません。

の読み込み、書き出し、操作を可能にします。

PDF ファイル形式 (PDF、PDF/A、XPS など )

Microsoft PowerPoint 互換の PowerPoint
プレゼンテーション (PPT、PPTX、ODP など )

Aspose.Email

Aspose.Imaging

一般的な Outlook 形式 (MSG、PST など ) や
通信プロトコル (SMTP、IMAP など) を使用した
メールを生成、編集、変換できます。

製品名
Aspose.Total (バンドル製品) 年間サブスクリプション付き
Aspose.Words/Cells/PDF (各製品共通 ) 年間サブスクリプション付き
Aspose.Slides/Email ( 各製品共通 ) 年間サブスクリプション付き
Aspose.Imaging 年間サブスクリプション付き
※上記の価格は、.NET 版、Java 版、C++ 版で共通です。

詳しくは Web サイトで

JPEG、TIFF、PNG、EMF、PSD をはじめとする

画像形式ファイルの生成、描画、操作、変換、
PDF 出力を可能にします。

販売価格
（税込）
¥461,780~
¥153,780~
¥122,980~
¥61,380~

30 日間無償体験版あります

xlsoft.com/aspose/
www.xlsoft.com
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画像処理ソリューション

アプリケーション高速化のための開発ツール

インテル® oneAPI ベース ・ ツールキットの主要なコンポーネント

バーコード認識、画像処理、PDF 処理の
アプリケーションを簡単に開発できます。
サーバーおよびデスクトップ上で優れたパフォーマンスを提供

・インテル® DPC++/C++ コンパイラー

・インテル® Advisor

oneAPI データ並列 C++ (DPC++) は、現在の ISO C++ 言語仕様に対応し、
新たにクロノス・グループの SYCL* 仕様をサポートします。DPC++ は
CPU、GPU、FPGA 向けにデータ並列機能を定義し、デバイス上で
実現する方法を提供するプログラミング言語です。

実行されたコードを分析し、ベクトル化、マルチスレッド化、あるいは
アクセラレーターへのオフロードの観点から、ループやソースコード
行単位で性能向上の可能性を指摘します。

インテル® DPC++/C++ コンパイラーは、DPC++ や OpenMP* を用いて
記述されたソースコードから、インテルの CPU、GPU あるいは FPGA
を用いる最適化されたバイナリーを生成できます。

・インテル® DPC++ 互換性ツール
CUDA* を用いて記述されたコードの DPC++ への移行を支援します。

表示 ＆ 注釈

変換 ＆ 圧縮

バーコード

ドキュメントおよび画像

ドキュメントおよび画像

作成および認識

OCR、ICR & MICR

・さまざまな分野向けのパフォーマンス・ライブラリー

・インテル® VTune™ プロファイラー
CPU や GPU、FPGA 上でのコードの動作を分析し、多くの時間を費や
した部分や性能向上を妨げる要素を、関数やループ、ソースコード行単
位まで特定できます。また時系列上で各 CPU コア同士やアクセラレー
ターがどの程度並列に動作していたかを表示します。

・GDB* 向けインテル® ディストリビューション
DPC++、C/C++、Fortran で書かれた CPU や GPU 向けのコードをデバッグ
できるよう拡張された GNU* デバッガー (GDB*) です。

フルページおよび領域

インテル® oneAPI ベース & HPC ツールキットで追加されるコンポーネント
画像クリーンアップ

フォーム処理

モバイル

医用画像

2 値およびカラー

フォームからテキスト抽出

開発とすぐに利用できる製品

DICOM

画像ライブラリ、表示ソリューションを提供する開発ツール製品
◆ 金融、法務、医療・ヘルスケア、物流、官公庁などで広く利用されています。

・インテル® C++/Fortran コンパイラー・クラシック

・インテル® MPI ライブラリー

最新の C/C++、Fortran 言語規格に対応し、優れた最適化と SIMD ベクトル化、
OpenMP* 5.0 並列プログラミング・モデルの活用により、インテル®
プロセッサーの性能を最大限に引き出せるように最適化されたバイナリー
を生成できます。

インテル® アーキテクチャー・ベースのクラスター向けに最適化された、
MPI-1.3、MPI-2.2、MPI-3.1 規格に準拠するスレッドセーフな MPI ライ
ブラリーです。Inﬁniband*、iWARP、TCP/IP および AWS* 上の EFA
など複数のインターコネクト・ファブリックに対応し、単一 PC から大規
模なクラスターでの実行にまでスケールできます。

・ベータ版インテル® Fortran コンパイラー
次世代のインテル® Fortran コンパイラーの先行公開版として、インテルの
GPU 向けに OpenMP* による演算処理のオフロード機能を提供します。

Barcode Xpress

バーコード認識 / 作成 SDK
画像上の 1 次元および 2 次元バーコードを認識

わずか数行のコードで 30 種類以上のバーコードを
正確かつ高速に検出し、データを読み取ります。
Windows、Linux、Android/iOS に対応

・インテル® Inspector
OpenMP* などによるマルチスレッド化の際に入り込む可能性がある、
データ競合やメモリーリークなどの再現と原因箇所の特定が難しい問題を、
実行されたコードから検出するツールです。

・インテル® Trace Analyzer & Collector
インテル® MPI による通信を利用する並列プログラムについて、通信と
計算処理の割合や並列実行効率などの性能面と、データ型 / サイズの
不一致やデッドロックなどの動作面の問題を検証できるトレース・ライ
ブラリー、およびトレース結果の数値や時系列情報の可視化ツールです。

・インテル® Cluster Checker (Linux* のみ)
クラスターシステムを診断し、最良の状態に保つことを支援します。

ImagXpress

高速ハイレベル画像処理 SDK
パフォーマンスを最適化した画像処理ツール

PDF Xpress

PDF および PDF/A 開発 SDK
フル機能の PDF 機能を簡単に実装

PrizmDoc Viewer

サーバーベースの高速ドキュメント ビューアー
PDF、CAD、Oﬃce 文書をブラウザーで表示

編集、変換、カラー調整などの豊富な画像処理機能、
サムネイル、注釈付きのビューアーを簡単に実装可能。
TWAIN スキャン、印刷機能を提 供。

アップグレード ・ プロモーション実施中
インテル® oneAPI ベース & HPC ツールキットは、従来製品であるインテル® Parallel Studio XE の後継
ファイル作成、編集、テキストと画像の抽出、
標準 PDF セキュリティなどの PDF 機能を簡単に実装。
強力な PDF レンダリング ソリューションでアプリ開発。

の方向けに、特別価格でサポートサービス期間の更新とインテル® oneAPI ベース & HPC ツールキット
などへのアップグレードができる、アップグレード・プロモーション製品を販売しています。
詳細はお問い合わせください。

カスタマイズ可能なドキュメント ビューアー
墨消し、注釈、検索、署名などの強力なツールを装備
Linux および Windows サーバー対応。

画像クリーンアップ、ICR/OCR 認識、フォーム認識、
モバイル製品など多数の開発ツールを取り揃えています。

無料評価版および Accusoft 社製品の詳細 >>

バージョンに相当します。インテル® Parallel Studio XE Composer Edition および個別の製品をお持ち

xlsoft.com/accusoft/

製品詳細、 その他ツールの
情報はこちらから

セミナー開催情報は
こちらから

www.xlsoft.com/intel

www.xlsoft.com/intel/seminar

※ Accusoft 社の開発製品は、開発者ライセンスと配布ライセンスが必要になります。詳細は、Web ページをご参照ください。

インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンス / 最適化に関する詳細は、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice（英語）を参照してください。
Intel、インテル、Intel ロゴ、VTune は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
© 2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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www.xlsoft.com

www.xlsoft.com

03

セキュリティ

ZIP ベースの

データ セキュリティ

SecureZIP

PDF 開発

開発者向けの PDF 関連ソリューション
ActivePDF は、ソフトウェア 開 発 者、
SIer、企業の IT 部門向けに、サーバー
環 境 で プ ロ グ ラム か ら 動 的 に PDF
の 作成や 編 集 などの 操 作 を可 能に
す る ラ イ ブ ラ リ を 提 供 して い ま す。
こ れ ま で に 90 以 上 の 国 や 地 域 で、

300,000 以 上のライセンスを販 売して
おり、日本国内でも、医療関連、金融機関、

データ センター ソリューション

クラウド ソリューション

仮想化ソリューション

SecureZIP が提供するデータ セキュリティ ソリューションは、データ センターにおける肥大化するデータ量の問題を

解決し、クラウド上のデータ保護の要件に対応いたします。
IBM メインフレームから UNIX/Windows サーバー、Windows デスクトップ、モバイル OS まで主要なクロスプラット
フォームに対応し、データの保存と移動の両局面においてデータの機密性、安全性を確保し、インフラに依存しない
データ セキュリティを実現します。通信経路の暗号化は不要です。
データ セキュリティ ソフトウェア

SecureZIP は、PKZIP のすべての機能を備え、さらに強度なセキュリティ機能を提供します。
データに対する圧縮、アーカイブ、暗号化、認証を SecureZIP 一つで実現するデータ セキュリティ

ソリューションです。
SecureZIP の暗号化機能は、FIPS 140-2 に準拠した AES などの強度な暗号化アルゴリズム、
SHA-2 ハッシュアルゴリズムを採用し、PCI DSS などのコンプライアンスにも対応可能です。

データ圧縮ソフトウェア

は、業界最高レベルの圧縮技術で、最大 95% ファイル サイズを圧縮し、ファイル転
送時間を短縮し、必要なストレージ スペースを節約できる圧縮解凍ソリューションです。
PKZIP は、メインフレームからサーバー、デスクトップまですべての主要なプラットフォーム
向けにデータ圧縮ソリューションを提供します。 ZIP 形式は、世界中で幅広く活用されている
ので、組織内に関わらず、社外のパートナーや顧客と簡単にデータ交換が可能です。

データ暗号化と鍵管理

Smartcrypt は、データの移動と保存の両方でデータを保護し、社外にデータが移動する場合で

PKZIP

もデータを保護する画期的なソリューションを提供します。煩わしい鍵の生成、同期化、交換な
どのタスクを自動化することで、エンドユーザーには暗号化の処理を見える化し、管理者には
組織内の暗号化操作を一元管理する仕組みを提供し、GDPR などのコンプライアンスへの準拠
を容易に実現します。

Windows でパスワード付き暗号化 ZIP ファイルの作成
Windows Server 2003 や Windows XP では ZIP ファイルにパスワードを付ける機能が標準で搭載されていました。
Windows 10、8.1、8、7、Server 2019 では、ZIP ファイルの作成機能はありますが、パスワード暗号化機能が削除されています。
そのため、Windows XP や Windows Server 2003 から Windows 10 や Windows Server 2019 など最新の Windows OS へ移行
する際には、パスワード暗号化機能を持つシンプルな ZIP ツール SecureZIP/PKZIP を是非お試しください。
製品名
PKZIP for Windows Desktop v14.2 日本語版
SecureZIP for Windows Desktop v14.2 日本語版
SecureZIP for Mac
SecureZIP/PKZIP for Windows Server
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Solaris
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server HP-UX
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server IBM AIX
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Linux
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対応プラットフォーム
Windows 8、8.1 および 10
Windows 8、8.1 および 10
Mac OS X 10.9 またはそれ以降
Windows Server 2012、2012 R2、2016 、2019
Microsoft Windows 8.1 および 10
Solaris 10 またはそれ以降 (UltraSparc または x86 プロセッサ )
HP-UX 11i V2 またはそれ以降 (Itanium)
AIX 6L Version 6.1 またはそれ以降、AIX 7L Version 7.1 またはそれ以降
RedHat 5 またはそれ以降、SUSE Linux Enterprise Server 10 またはそれ以降、Ubuntu 10.04 またはそれ以降

SecureZIP/PKZIP for i5/OS

IBM がサポートする IBM i

SecureZIP/PKZIP for Linux on System z
SecureZIP/PKZIP for z/OS
SecureZIP Reader for iOS
SecureZIP Reader for Android
Smartcrypt

RHEL4 まはた 5、SUSE Linux Enterprise Server 10 または 11
IBM がサポートする z/OS およびハードウェア
iOS 9.0 またはそれ以降 (iPhone、iPod touch、および iPad 互換)
Android 4.1 以上
上記 PKZIP と SecureZIP がサポートする対応プラットフォーム

www.xlsoft.com

販売価格 (税込 )
¥5,225
¥7,150
¥10,725

教育機関、官公庁、大手通信企業様など、
様々な業種のお客様に採用いただいて
おります。

ActivePDF の開発者向け PDF 関連ソリューション

Toolkit [.NET/COM API]

新規 PDF 作成、既存の PDF 編集用の開発ツールキット。
セキュリティ、ヘッダー / フッター、コメント、しおり、フィー
ルドの追加、ページの結合 / 抽出 / 分割、画像や文字列の
貼り付け等の機能を提供しています。画像形式から PDF
への変換機能も提供。

Server

DocConverter [ソリューション＆API]

Word、Excel、PowerPoint フ ァ イ ル、 画 像 フ ァ イ ル、
CAD ファイルのドラッグ＆ドロップによる PDF への変換
機能 (フォルダー監視機能 ) と、プログラムから PDF 変換
機能を提供する .NET/COM API を提供。PDF を画像形
式に変換する機能も提供。

WebGrabber

ウェブアプリから PDF 出力

HTML から PDF への変換
[.NET/COM API]

[.NET/COM API]

変換元の拡張子ごとに設定 (印刷不可など)
を変更できる点が良いですね。

PDF の変換処理も非常に高速かつ多機能で、

要件を満たせました。

Meridian

ネットワーク PDF プリンター
[ ソリューション＆ API]

帳票出力モジュールとしても、プリンター
としても、両方使えるツールです。

SAP 製品との組合せで稼 働できた点が

良い。レスポンスも問題なく、安定稼 働
しています。

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
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
無償
無償
お問い合わせ

価格と PDF の編集をプログラムから行える
点が良い。PDF ファイルの上書き加工で
使用しています。

HTML 形式のレポートを PDF に出力して

います。期待通りの導入コスト、出力結果
で満足しています。

製品の詳細、無償評価版はこちら xlsoft.com/activepdf/
www.xlsoft.com
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.NET 開発

C# や VB.NET
Excel ファイルを高速操作！
SpreadsheetGear とは？

クロス プラットフォーム対応

SpreadsheetGear は、MS Excel が インスト ールさ れて い な い
環 境 で Excel ワー クブックの 読 み 込 み、 編 集、 保 存、 印 刷 を
.NET アプリケーションに実装できる .NET 向けのスプレッド シート
コンポーネントです。高速 API によるハイ パフォーマンスなアプリ

SpreadsheetGear for .NET Standard 製 品 は、 従 来 の
SpreadsheetGear 製 品で提 供される拡 張 性の高いレポート
出力、包括的なグラフ API、最速かつ完全な Excel 互換の演算処理を、
iOS、Android、Linux、macOS、UWP などのさまざまなプラット

ケーション開発を支援します。

フォームで利用できる製品です。

インストーラー開発

Windows に対応した信頼あるインストーラーの構築、
MSIX パッケージのビルドにも対応

物理、仮想、クラウドの環境向け
マルチプラットフォーム インストーラーの作成

InstallShield 2020

InstallAnywhere 2020

MSIX パッケージの準備はできていますか？
パッケージの作成、アプリの仮想化に利用されています。アジャ
イル型の開発チーム / 従 来型の開発チームが、スタンドアロン
製品や複雑なスイート製品の作成に、Windows Store や Nano
Server に導入して利用しています。

InstallAnywhere は、 単 一 のプ ロジェクト ファイル やビ ルド
環境から、オンプレミス プラットフォーム向けに信頼性の高い
インストーラーを作成します。プラットフォームは、Windows®、
Linux®、Apple®、Solaris®、AIX、HP-UX、および IBM® に対応。
既 存 および 新 規 のソフトウェア 製 品 を 仮 想およびクラウド の
インフラストラクチャーに適 用し、 Docker コンテナを作成し
ます。しかも、すべて 1 つの InstallAnywhere プロジェクトで
行うことが可能です。

- InstallShield 2020 の注目機能 -

- InstallAnywhere 2020 の注目機能 -

MSIX 変更パッケージ：
今回より InstallShield を使って、任意の MSIX パッケージの

Mac 向けアプリの公証への対応
InstallAnywhere 2020 で作成したインストーラーは、Apple の

InstallShield は、10 万を超えるアプリケーション製作者に採用
されており、EXE/MSI インストーラーの開発、アプリケーション

変更パッケージを作成することができるようになりました。

Excel ファイルの生成、出力

スプレッドシート コントロール

MS Excel を 使 わずに Excel ファイルを入 出 力できる 機 能を

Excel 互 換 のスプレッドシートによるセル の 編 集、書 式 設 定、

デスクトップ、サーバー アプリケーションに追加できます。
拡 張 性 の 高 い ASP. NET の E xcel レ ポート、 E xcel 互 換 の
グラフ出力、高速な E xcel 互 換の計算エンジンなど、多くの
機 能を利用できます。

公証サービスに準拠しています。

Java 13 のサポート
InstallAnywhere 2020 では、Java 13 をサポートします。
Java 13 VM Pack をバンドルしたインストーラーや、ターゲット
マシンの Java 13 を検知して自動で実行するインストーラーの

作成が可能になりました。

列 幅 の 変 更、コピー、貼り付け、並べ替え、シェイプの 追 加、
ウィンド ウ 枠 の 分 割、 シ ー ト の 保 護、 印 刷 な ど の 機 能 を
WinForms や WPF アプリケーションに追加できます。

Windows Store を使用した電子署名のサポート
ローカルマシン内の .pfx 証明書ファイルを署名に使 用したり、
証明書ストアを参照できるようになりました。
オープン ソース ソフトウェアの検出とリスク評価
InstallAnywhere が OSS の潜在的な脆弱性に対する防衛の最
前線となります。自動化された高速スキャン 1 回でプロジェクト
内の OSS コンポーネントを特定します。OSS のライセンス義務
を確認して、製品出荷の判断ができます。

高速 API による演算処理
100% セ ーフ な .NET マ ネ ー ジ コ ード に よ る セ キュリ ティ
と 高 速 な 処 理 パ フォ ー マ ン ス、Excel VBA や COM 開 発 者
に とって 使 い や す い API は Excel OLE か ら の 乗 り 換 え に も
最適です。製品をご利用のお客様からは「20 分の処理がわずか
4 秒になった」、などの報告も届いています。

さまざまなソリューションの 提 案
•
•
•

MS Excel をインストールせずにプログラムで操作したい
アプリケーションにスプレッドシート機能を追加したい
既存システムの Excel の出力パフォーマンスを改善したい

30 日間無償体験版提供中
製品名

ライセンス、価格、体験版はこちら

xlsoft.com/spreadsheetgear/

SpreadsheetGear for .NET Framework
SpreadsheetGear for .NET Standard
SpreadsheetGear Bundle

販売価格（税込）
¥146,300
¥146,300
¥204,820

※製 品 には、1 年 間 のメール サ ポートと 無 償 アップグレ ードが 含 ま れ ま す。
※再配布 ( サーバーを含む ) ライセンスは不要です ( 詳細はお問い合わせください)。

MSIX コアのサポート：
InstallShield 2020 R1 より、Windows 7 および Windows 10 の
古いバージョン (1709 以前) をターゲットとする MSIX パッケージを

作成およびインストールすることができます。さらに、サポート
されているすべてのプラットフォームに MSIX パッケージをイン
ストールする単一のスイート インストーラーを作成することも
可能です。
ピュア 64 ビット インストーラー：
2020 R1 より、基 本の MSI プロジェクト
およびスイート プロジェクトで 64 ビット
ランチャーを使ったインストーラーを作成
することができます。

AWS CloudHSM ベースのデジタル署名をサポート：
InstallShield を使って、AWS CloudHSM ベースのデジタル署名を

使ってインストーラーにデジタル署名を行うことができます。

高度なアップグレード機能
アップグレード、保守、インスタンス管理の機能を組み合わせて
使用できるインストーラーを作成します。インスタンスを複数使
用するマシンでは、どのインスタンスでどの処理 (既存バージョン
のアップグレード、保守の実行による機能の追加 / 削除) を実行
するかを選択します。

InstallShield、InstallAnywhere、Flexera のロゴは米国 Flexera Software Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。InstallShield 輸入販売代理店 : 株式会社ネットワールド
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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
など

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

・MS Dynamics

SaaS/NoSQL/Web API

DB

・SQL Azure

・GitHub

・Google Analytics ・Amazon SimpleDB

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
/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。

Red Carpet 年間サブスクリプション
Red Carpet 年間サブスクリプションは、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、Node.js、Python、Qt、Kotlin 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。

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。

評価版のダウンロードはこちら xlsoft.com/nsoftware/
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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
わずか 3 行のコードで PDF を作成
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"

BCL easyPDF SDK 8.0 の機能
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。

さまざまなプログラミング言語をサポート
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。

5 つの SDK で PDF アプリ開発をサポート
easyPDF Printer SDK

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。

easyPDF PDF Processor SDK

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。

Red Carpet 年間サブスクリプションには、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できる、
SFTP Drive も含まれています。

SFTP Drive

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

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
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コンテナ プラットフォーム

.NET、JavaScript 用チャート コントロール

エンタープライズ向け

1 億を超えるデータ ポイントを高精度かつリアルタイムに描画
.NET、JavaScript で膨大なデータ ポイントをグラフ化

GPU アクセラレーターや CPU などのリソースを効率的に活用し、.NET では 10 億以上、
JavaScript では最大 1 億のデータをリアルタイムに描画します。マウスやタッチで高解像度な

データ セットをインタラクティブに操作できます。

Catalyst Development

Docker Enterprise

Windows 用の TCP/IP ネットワーキング コンポーネントおよびライブラリ

Docker Enterprise は、 ア ー キ テ ク チ ャ や イ ン フ ラ を 意 識 せ ず、

Secure Sockets Layer (SSL)、Transport Layer Security (TLS)、
Secure Shell (SSH) プロトコルを使用した業界標準のセキュリティを提供

費 用 対 効 果 の 高 いア プ リ ケ ー シ ョン の 構 築、 管 理 を 支 援 す る
エンタープライズ向けのコンテナ プラットフォームです。Docker の
コンテナ プラットフォームで、レガシーとモダン アプリケーションの
配 布を自 動 化し、 オンプレミスとクラウドでの 運 用を加 速します。
Docker Enterprise には、エンタープライズ向けのサポートが含まれ
ています。

Docker Enterprise のコンテナ プラットフォーム

専門性に特化したチャート群とツールを提供

Docker ハブ

科学、エンジニアリング、医学、トレーディングを含む幅広い専門分野向けに、XY グラフ、
3D グラフ、ポーラー チャート、スミス チャートの他、.NET のアドオンである地図機能や、
信号処理向けのシグナル ツール機能を提供します。

オブジェクト内部のデータまで精密に描画

.NET のアドオンであるボリューム レンダリング機能により、容積情報をもとに 3D 投影像を

生成できます。癌の検出や動脈瘤の視覚化など、高度なデータ分析が必要不可欠なアプリケー
ションへの実装を支援します。

JavaScript ( JS) 版も発売中

30 日間無償評価版あります︕
製品名
LightningChart .NET 版
LightningChart JS 版

販売価格（税込）
¥184,470~
¥56,980~

xlsoft.com/arction/

インターネット コンポーネント

デスクトップ

開発者向け
ツール

Docker Kubernetes
サービス

イメージ
レジストリ

コンテナ
管理

ネットワーキング

統合
セキュリティ

&

ストレージ

マネージド .NET クラス
ActiveX コントロール
ダイナミック リンク ライブラリ
Visual C#
Visual C++
Visual Basic.NET
Visual Basic 6.0
Microsoft Office

dBase Plus
PowerBASIC
PowerBuilder
Clarion

その他、多数

• 主要なインターネット プロトコルに対応
• TLS 1.2、SSH を使用するセキュリティ
• パフォーマンスと信頼性
• IPv6 ネットワーク接続
• x86 および x64 Windows プラットフォームに対応

• クライアントとサーバー コンポーネント
• ロイヤリティ不要の配布
• 無償の製品アップデート (※)
• 無制限のテクニカル サポート

SocketTools 10 の主な新機能

• Windows 10 Build 1903、Windows Server 2019 をサポート
• TLS 1.2、AES 256 ビット暗号化をサポート (TLS 1.3 のサポートを含む )
• Visual Studio 2019 および .NET Framework 4.8 をサポート

製品名

Docker エンジン
価格、お見積もりはお問い合わせください。

製品の詳細はこちら ≫ xlsoft.com/docker/

デスクトップ、Web
アプリ用開発コンポーネント
.NET、/モバイル
Web/モバイル開発用コンポーネント

販売価格（税込）

SocketTools Subscription
SocketTools .NET Edition 10
SocketTools ActiveX Edition 10
SocketTools Library Edition 10

¥114,730
¥65,230
¥65,230
¥65,230

※ 購入時のバージョンに対するサービス パックとホットフィックスの提供

課題管理、コラボレーション ツール

スタートアップからエンタープライズまで、
チームのための製品
まずは無料で始めましょう。

無料で試せるアトラシアンの製品は、シームレスに連携し、セットアップも簡単です。
計画、追跡、サポート

コラボレーション

アジャイルチームの利用実績 No.1 ソフトウェア開発ツールで、世界
レベルのソフトウェアを計画、追跡、リリース。

探し出すのにかける時間を減らし、仕事を終わらせるためにもっと
時間を使いましょう。仕事の整理、ドキュメントの作成、すべての
話し合いを 1 ヶ所で行います。

キャンペーン、人事のオンボーディング、法的ドキュメントの承認や
レビュー等のビジネスプロジェクトを管理。

コード、ビルド、リリース

迅速にコラボレーションし、ビジネスの変化に対応し、優れた顧客
および従業員サービス エクスペリエンスを素早く提供

製品の詳細はこちら
22

www.xlsoft.com

コメントやプルリクエストを使用してコードでのコラボレーションを
行います。Git リポジトリを管理および共有し、チームとしてソフト
ウェアをビルドし出荷します。

xlsoft.com/atlassian
www.xlsoft.com
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モバイル PDF 開発

デバイス ドライバー開発

ドライバー開発 WinDriver

PDF 開発
Java、.Net 向け
PDF 作成機能を提供

XFINIUM.PDF Mobile

ツールキット

Xamarin 対応のクロス プラットフォーム PDF 開発ツール。
iOS、Android アプリに PDF 機能を追加します。

™

XFINIUM.PDF は、 ク ロ ス プ ラットフォーム の PDF 開 発 用 の .NET
ライブラリーおよびビューアー機能を提供しています。

XFINIUM.PDF で記 述したコードは、 変 更せ ずに 対応 するすべての
プラットフォームでコンパイル可能です。

〔 ウィザードを使用してユーザー モードで簡単ドライバー開発 〕

XFINIUM.PDF はすべて C# で開発され、100% マネージド コードです。
開発者ベースのシンプルなライセンス体系で、開発したアプリケー
ションの配布ロイヤリティは無料です。

世界が選んだ

オープン ソースの

PDF 開発ライブラリ

PDF ドキュメントの新規作成
PDF ドキュメントをデータ ソースから作成

～ XML 、 HTML 、 WebForm 、Database ～

PDF ドキュメントの分割・結合
既存のドキュメントにコンテンツを追加

～ テキスト、バーコード、画像、透かしスタンプ ～

セキュア ドキュメントの作成

～ 暗号化、デジタル署名 ～

PDF ドキュメントのインタラクティブ化

～ 注釈、お気に入り、 Navigate 、 Javascript ～

PDF へのアクセス API の豊富さ

〔 デバイスの検出 〕

〔 ハードウェアのテスト 〕

〔 ドライバー コードの生成 〕

WinDriver が検出したデバイスの

ハードウェアのレ ジ スタをリード
/ ライト

開 発 環 境 に 合 わ せ てド ラ イバ ー
ア プ リ ケ ー シ ョン の 雛 形 と な る
コ ード を 生 成

リストから対象のデバイスを選択

ドライバーを記 述 する前にハード
ウェアをテスト

〔 WinDriver のアーキテクチャ 〕

15 年以上にわたる実績

〔 実行！〕
生 成 し た コ ー ド を ビ ルド す る と
テスト ア プリケ ー ション が 完 成

製品名
XFINIUM.PDF Generator for Mobile
XFINIUM.PDF Viewer for Mobile

販売価格（税込）
¥45,980
¥61,380

※ 上記製品価格は開発者ライセンスとなります。

〔特 長〕

して、ユーザー モード
でドライバーを開発

ドライバー コード

WDK、OS の内部構造およびカーネルの知識は不要

カーネル モード

Kernel Plugin
パフォーマンス モジュール
パフォーマンス コード

対応 OS ( Windows/Linux/macOS)

ユーザー モード

低レベル WinDriver API
カーネル モジュール

ハードウェアへのアクセスを提供

ユーザーが記述するコード

WinDriver が提供するコンポーネント

無料セミナー随時開催中

100

64bit 対応
データ センターや大規模クラスター システム向けの API を提供

Windows ドライバーへのデジタル署名サービス

Linux カーネル 2.6.x またはそれ以降

WinDriver USB for Windows

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012 (x86 32 bit または
x64 64 bit CPU に対応 )

WinDriver USB for Linux

Linux カーネル 2.6.x またはそれ以降

WinDriver for macOS (beta)

macOS バージョン 10.10 - 10.15

デバッグ時間を
大幅に削減

魔法のようなデバッグ
エクスペリエンス

現象ではなく、
バグそのものを解決

より多くの時間を
コーディングに費やすことが
出来ます。

コードの変更に即座に対応。
まさに魔法の様なデバッグを
可能にします。

問題を正確に究明し、
コードのクオリティを
改善します。

C# アプリを Web ベースでデバッグが可能

Linux ARM、ARM64 に対応

WinDriver PCI for Linux

販売価格（税込）
お問い合わせ
お問い合わせ

Ozcode Production Debugger

バグの根本原因を徹底的に観察し、
ビジネスに影響が及ぶ前に修正します。

お問い合わせ
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■ バーコードの読み取りと書き込み
JAN、QR コードなどの 1 次元および 2 次元バーコード。
■ フォーマット変換
PDF、Oﬃce ファイル、JBIG2、TIFF、CAD、SVG、DICOM など多数。
■ Oﬃce 形式のサポート
Oﬃce 形式の表示、読み取り、書き込み、管理、および編集。
■ 画像処理
編集機能、フィルター、エフェクト、その他の拡張機能を提供。

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

コード変更なし

どこでも

低フットプリント

5 分で軽量エージェントを

Azure、AWS、Windows、
Linux など、オンプレミス

ランタイム パフォーマンスへの
影響は 3% 未満

インストール

無償体験版、製品の詳細はこちら

オールインワン ドキュメント画像処理 SDK

表示、注釈、編集、墨消し、デジタル署名、フォームフィールド。

対応開発環境 Visual Studio (C、.NET)、GCC、
Python、Java 等

WinDriver PCI for Windows

GdPicture.NET
■ 完全な PDF サポート

主要なチップ ベンダを拡張サポート

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012 (x86 32 bit または
x64 64 bit CPU に対応 )

PDF の
比較処理

再配布
% ロイヤリティ フリーの画像処理 SDK
配布ライセンスを買う必要はありません。

( Xilinx/PLX/Altera など )

動作環境

ツリー構造の
削除処理

画像、PDF ソリューション

Visual Studio のデバッグ作業を劇的に強化し、
.NET アプリケーションのバグの根本原因を素早く見つけます。

対応バス ( PCI/PCI-Express/USB)

メディア ボックス
の変更処理

機能に基づいたライセンス

Ozcode Visual Studio Extension

対応する OS 間でドライバー コードの互換性
32bit から 64bit へスムーズに移行

製品名
WinDriver PCI for Windows
WinDriver PCI for Linux
WinDriver PCI for Linux ARM
WinDriver USB for Windows
WinDriver USB for Linux
WinDriver USB for Linux ARM
WinDriver for Servers
WinDriver デジタル署名サービス

ライセンス

• OEM ライセンス

C# のデバッグ環境を格段に向上させる
Visual Studio 拡張機能

Windows 10 32bit および 64bit に対応
常に最新の OS をサポートし、市場に迅速に対応

WHQL 認定可能なドライバーを作成
WinDriver のカーネル モジュールが、

• サーバーまたはデスクトップ用の永久業務用

C# 用デバッグ ツール

ウィザードでハードウェアの診断とドライバ― コードを自動生成

高レベル WinDriver API

多様なライセンス オプション

• SaaS お よ び クラウド ソリュー ション用 の

xlsoft.com/xfinium/

アプリケーション

単位 : ミリ秒

300 種類以上のサンプル コード

ユーザー モードでドライバーを開発
WinDriver API を使用

処理速度の飛躍的向上

xlsoft.com/windriver/

またはクラウドに簡単に導入

評価版ダウンロード

xlsoft.com/ozcode/

すぐに利用できるアプリケーション製品も好評販売中！

PDF Reducer
PDF 圧縮ツール

PDF OCR

PDF OCR 変換ツール

PaperScan

TWAIN & WIA スキャナー ソフトウェア

無料評価版、製品の詳細はこちら ⇒ xlsoft.com/orpalis/
www.xlsoft.com
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JavaScript グリッド コントロール

Arm 純正開発環境

モバイル ゲームからスーパーコンピューターまで
幅広いソフトウェア開発を支援

Excel 互換の JavaScript コンポーネント

Ajax を使用した 100% ピュア JavaScript の DHTML コンポーネント。
HTML ページに Excel ライクなテーブル、グリッド、ツリー ビュー、ツリー グリッド、

Excel ライクなグリッド機能で

TreeGrid

複雑な注文データをツリー表示

Excel ライクな豊富なコンポーネント
 セル内容の編集、列のサイズ調整、列の表示・非表示機能
 高度な絞り込み機能や式を利用した絞り込み機能
 ウィンドウ枠を固定して列や行をロック

Android ゲーム アプリケーション開発者向け
Arm ® ベース CPU/GPU パフォーマンス解析ツール スイート

 カスタマイズ可能な CSS スタイルによるグリッドのスタイル変更
 さまざまなタイプやサイズのデータを上限なく行やバーに表示
 高度な XML 入力や出力フォーマット

高いパフォーマンスと拡張性
 最適化された JavaScript による高速なグリッドの表示
および操作
 イベントやメソッドを提供する 高度な JavaScript API

ガント チャートでプロジェクトの
タスクやスケジュールを管理

Gantt chart

編集可能な JavaScript ツリー グリッドとともに横棒グラフをべース
とするインタラクティブな 行を 表 現します。高 度 な Web ガ ント
チャートから基本的な横棒グラフまで幅広いチャートに対応します。

SpreadSheet

あらゆるデータ表示に対応

販売価格（税込）
¥82,500~

※ 年間有償サポートはライセンス合計の 30% でご購入いただけます。

JVM の運用サーバー監視ソリューション

インテル® CAS は、最もアクティブなホットデータを SSD または Flash に
キャッシュし、コールドデータをプライマリ－・ストレージへ移行することで、
サーバー上のアプリケーションのパフォーマンスを向上します。

Source Insight の特長

• ファイルごとにシンボル ウィンドウ
を表示

• コンテキスト ウィンドウに

パワフルな Java インストーラー ビルダー

宣言を自動的に表示

• シンボルの自動入力補完

シンボル
ウィンドウ

コンテキスト
ウィンドウ

インテル ® キャッシュ・アクセラレーション・ソフトウェア
for Windows(1 年間のスタンダード・サポート付き)

• 複雑なソース コードの解析が容易

無償体験版や紹介動画もあります

www.xlsoft.com

xlsoft.com/ejtechnologies

• 編集中にソースを分析し、関数、変数の検索時間を大幅に減少
• シンボルの自動補完でタイプミスをなくし、無駄なコンパイル時間を減少

製品名
Source Insight 4.0 ダウンロード版

サーバー管理・監視

インテル®
データセンター・マネージャー
電源管理と監視でデータセンターのコストを削減

インテル® データセンター・マネージャー ( インテル® DCM) は、
データセンターやサーバールームの電力や温度を監視 ・
管理するソフトウェアです。
現在のデータセンターでは増え続けるサーバーにより、電力コストは急速に
上がっています。電力の消耗はデータセンター、エンタープライズ、クラウド
の管理者にとって最も懸念すべき事項の一つです。

・ リアルタイムの電力および温度の監視
・ ラック密度の向上
・ 電力使用の最適化
・ 停電時の電力確保
・ 履歴データを1 年間保存
・ エージェントのインストールは不要
・ 分かりやすいWebインターフェース
・ CLIで既存のシステムと連携
・ 数万台のサーバーを管理可能

製品名

¥71,335 ~
¥142,835 ~
¥99,935~

>> xlsoft.com/arm/

コール グラフ
クラス階層
コール ツリー

Source Insight を利用すると…
販売価格（税込）

なすべてのツールを提供するツールスイートです。

インテル® データセンター・マネージャーの特長

ツールとの統合

インストーラーとアプリケーション起動ツールを
生成できる、パワフルなマルチプラットフォーム
の Java インストーラー ビルダーです。

64 ビ ッ ト の Arm ア ー キ テ ク チ ャ ー ベ ー ス の プ ロ セ ッ サ ー 用 の
Arm Forge に 加 え て、Arm C/C++、Fortran コ ン パ イ ラ ー と
Armv8-A アーキテクチャー向けに最適化されたライブラリを同梱。
Arm ベースのサーバーおよび HPC 向けアプリケーション開発に必要

構文色分け

• 外部コンパイラーおよび

install4j は、Java アプリケーションのネイティブ

Studio

キャッシュ・ソリューション

コール ツリーを表示

ビジネス トランザクションも監視できます。
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製品の詳細、評価版はこちら

• 参照ツリー、クラス階層、

perﬁno の監視エージェントは、監視できる
JVM の数や記録されるトランザクションの
数に制限がなく、また、複数の VM にまたがる

詳しくは Web サイトで

システムとグラフィックスに関するボトルネックを解消できます。

インテル® SSD (Solid State Drive) とインテル® CAS の組み合わせで
アプリケーションのパフォーマンスを最優先

おけるボトルネック解 析、メモリ リークの
検出、スレッド問題の検出を可能にします。

JProﬁler シングル ライセンス
perﬁno サーバー ライセンス
install4j シングル ライセンス

Streamline パフォーマンス アナライザーでは、Arm ベースの Android
デバイス上で稼働する Unity アプリケーションのパフォーマンスを解析し、

インテル®
キャッシュ・アクセラレーション・
ソフトウェア (CAS)

JProﬁler は、CPU、メモリ、スレッドを解析し、
Java アプリケーションのパフォーマンスに

Forge

■ Arm Allinea

ソース エディター

Java アプリケーションの動的解析ツール

製品名

並 列 デバッガ ー Arm DDT 、 低 オーバー ヘッド のプ ロファイラ ー
Arm MAP 、 ス カ ラ ー 型 /M PI シ ス テム 向 け ア プ リ ケ ー ション
の 性 能 に 関 する 簡 潔 か つ わかりや す いレ ポート を 出 力 する Arm
Per formance Repor t s を同 梱 。
Linux 上のハイパフォーマンスな C/C++、Fortran、Python アプリケー
ションのデバッグ、解析、最適化を支援します。
64 ビットの Arm アーキテクチャー ベースのプロセッサー、インテル ®
Xeon ® プロセッサー、NVIDIA GPU、OpenPOWER に対応。

xlsoft.com/treegrid/

Java アプリのパフォーマンス解析、監視、デプロイメント

install4j

パフォーマンス解 析ツール スイートです。ゲームの実 行 速 度の 低下、
デバイスのオーバーヒート、またはバッテリーの素早い消耗の原因となる
問題を特定し、修正するのに役立ちます。

Excel 互換のグリッド コントロールで
高機能な Web アプリを開発しましょう

Java 開発

perﬁno

■ Arm

CPU/GPU アクティビティ、コンテンツ メトリックを自動的に解析する

Excel ファイルをドラッグして
HTML スプレッドシートに展開

製品名
TreeGrid/Gantt chart/SpreadSheet ( 各製品共通 )

クロスプラットフォームで HPC コードを
デバッグ、プロファイル、チューニング

Arm Mobile Studio は、簡単なセットアップでモバイル ゲームの

編 集可能 な 数 式、定 義 済みやカスタマイズされた多 数の関 数 式、
書式、枠線、選択されたセルごとの操作、グリッド サイズの自動調整
などの高度な機能により複雑なデータ入力や表現を可能にします。

無償体験版、製品の詳細はこちら

JProﬁler

サーバー、HPC 向けツール

Arm Mobile Studio

横棒グラフなど追加して、高度なデータ入力やデータ表示を可能にします。

販売価格（税込）
¥35,530

30 日間 無償体験版ダウンロード提供中

インテル® キャッシュ・アクセラレーション・ソフトウェア
for Linux(1 年間のスタンダード・サポート付き)

販売価格 (税込)
¥102,410
お問い合わせ

※対象の SSD 数分のライセンスが必要です。

製品名
インテル ® データセンター・マネージャー

販売価格（税込）
お問い合わせ

インテル社製の SSD と一緒に使用する場合には、インテル® CAS の無償版を利用できます。
ただし、無償版にはサポートが含まれていないので、ご注意ください。
インテル社製以外の SSD と使用する場合、またはインテル社製の SSD と一緒に使用し、かつサポートが
必要な場合、上記の製品が最適です。

※ 監視対象のノード数分のライセンスが必要です。

© 2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国に
おける Intel Corporation の商標です。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です

© 2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国に
おける Intel Corporation の商標です。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です

www.xlsoft.com
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モバイル アプリ AR SDK

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

モバイル アプリや Web サービスの UI/UX を

コードを書かずにデザイン
モバイル AR アプリ (iOS/Android) で腕時計を試着体験︕ 画像提供 : WATCHBOX. ALL RIGHTS RESERVED.

Kudan AR SDK とは︖

Kudan AR SDK は、 iOS 、 Android デバイスに対応し、 Unit y プラグインを提 供するモバイル アプリケーション
開発向けの AR SDK です。高品質な認識 精度を誇るマーカータイプ AR と、 Kudan 独自のコンピューター ビジョン
技術 ( コンピューターがカメラなどを通じて取得した画像 / 映像を解析し、視覚処理する技術 ) をベースにしたマーカー
レス AR に対応しています。 Kudan AR SDK は、ハードウェア 非 依 存で最 新 のスマートフォンを必 要とせず、プラッ
トフォームの 垣 根 を 超 え、幅 広いデバイスでご 利 用いただけます。

マーカー/ マーカーレス両対応
15,000 以上のローカル マーカーに対応した AR と、空間のどこに
でも表示できるマーカーレス AR の両方をサポートする SDK エン
ジンです。画像 認識 精度、速 度、表 示品質など、他社 製品と比 較
して圧倒的なパフォーマンスを備えています。

クロスプラットフォーム対応
iOS 向けの Swift や Objective-C、Android 向けの Java や Kotlin
の両方に対応し、発売後数年が経過した端末でも軽快に動作します。
開発環境はネイティブ プラットフォーム API のほか、Unity Plugin
としても用意しています。

インディー開発から組込みまで
コアとなる Kudan CV エンジンは C++ で書かれ、最小のメモリ
フットプリントで最速かつ最も堅牢な性能を提供できるため、ヘッ
ド マ ウント 機 器 の 専 門 的な VPU からチップ セット の 組 込 みま
で、あらゆる場所で実 行できます。必要に応じて、感 度、堅牢性、
速 度を調節できます ( 要お問い合わせ ) 。

高度な使用向けに構成可能

 クリック操作で動くプロトタイプを作成

シンプルなクリック操作でワイヤーフレームからアニメーションな
どを含むプロトタイプを簡単に作成できます。

 チーム内でデザインやフィードバックを共有

デザイナーや開発者、さらにプロジェクトのステークホルダーと
ともにデザインを容易に確認でき、手戻り作業を削減します。

 画面遷移図 (フロー ダイアグラム) を自動生成

画面遷移図の自動生成および編集機能により、正確、迅速かつ
表現力豊かな製品設計を実現します。

製品名
Axure RP Pro 年間サブスクリプション
Axure RP Team 年間サブスクリプション

販売価格（税込）
¥47,850
¥80,300

xlsoft.com/axure/

無償体験版、製品の詳細はこちら

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

Kudan の高品質なレンダリング サポートは、HD ディスプレイや
キャプチャに対応し、マップやシェーダー、リアル タイムのテクス
チャ モーフィングで高精度な 3D グラフィックを サポートします。

iPhone

や

PDF 変換、処理ソリューション

Android 向け

PDF を Word、Excel ファイルに変換

モバイル アプリや
Web アプリをデザイン

デスクトップ製品

Solid Converter
導入事例

豊 富 な コ ン ポ ー ネ ン ト や ア ク シ ョ ン の ギ ャ ラ リ ー を 用 い て、
インタラクティブなワイヤーフレームを簡単に描くことができます。

Apophis Tech Labs が提供する M.A.R.T.A. は “My
Augmented Reality Teaching Assistant ” (AR 教育
アシスタント) の略で、教育システムに革命をもたらす
画期的なモバイル アプリケーション です。マーカー
モードでは、NCERT (インドの全国教育研究訓練機関)
の教科書で画像をスキャンして、AR が体験できます。
また、マーカーレス モードでは、3D モデルを選択して、
任意の場所に投影できます。
製品名

Kudan AR SDK 開発ライセンス
Kudan AR Indie プロダクション ライセンス
Kudan AR Business プロダクション ライセンス
Kudan AR Enterprise プロダクション ライセンス
Kudan CV SDK 開発ライセンス
Kudan CV Business プロダクション ライセンス
Kudan CV Enterprise プロダクション ライセンス
※ Kudan AR SDK/CV SDK および Unity プラグインの開発ライセンスは無料です。
※ 開発したアプリケーションを配布するには、プロダクション ライセンスが必要です。

製品の詳細はこちら >> xlsoft.com/kudan/
10
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PDF を Word、Excel ファイルに変換
日本語メニューを選択可能、Windows 版および Mac 版

ワイヤーフレームからインタラクティブなプロトタイプへ

Solid Converter は、Adobe Acrobat に比べてわずかなコストで、
テキスト、 レイアウト、 画 像をオリジ ナル のド キュメントから
抽出することができます。
機能：

PDF から Word へ変換
PDF から Excel へ変換

PDF から PowerPoint へ変換
Word へスキャン

製品名
Solid Converter
Solid Converter Mac

¥181,500

お問い合わせ
無料

¥181,500

お問い合わせ

¥15,400
¥15,400

15 日間無料評価版 ダウンロード提供中

販売価格（税込）
無料
無料

販売価格（税込）

モバイル アプリ用ジェスチャー
iPhone、Android、iPad 向けに
スワイプ、タップ & ホールド、
ピンチや回転のジェスチャーを
サポート。
製品名
Justinmind Pro Edition
Justinmind Enterprise Edition
無償体験版、製品の詳細はこちら

変更部分をすぐにテスト
[Simulate (シ ミ ュ レ ー ト )]

ボ タ ン ク リ ッ ク す る だ け で、
すぐに作成したプロトタイプの
シミュレーションができます。
販売価格（税込）
¥64,900
¥113,300

xlsoft.com/justinmind/

ソフトウェア開発製品

Solid Framework

PDF を読み込み、Word、Excel、PowerPoint

ファイルを再作成するアプリケーションを開発できます。
オプションの OCR 機能により、印刷またはスキャンした PDF から
でも編集可能なドキュメントを再作成できます。 PDF から Word/
Excel/PowerPoint への変換機能を提供する Web サービスの開発
および配布に最適な製品です。
製品名
Solid Framework SDK

販売価格（税込）
お問い合わせ

www.xlsoft.com
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大気汚染指数 API サービス

フォトグラメトリ

屋外の大気汚染状況や花粉飛散状況を
BreezoMeter は、リアルタイムの大気質データを製品、アプリやサービスに組み込み可能な API を提供しています。
BreezoMeter のサービスは、冷暖房、空気清浄機、医療機器、化粧品、自動車、スマートシティなどに関連する
さまざまなグローバル ブランドから信頼され、世界中で 8,000 万人以上のユーザーに利用されています。
PhotoModeler では、写真データから高精度の 2D または 3D モデル、図面、CAD データ、オルソ画像などを
よりすばやく、正確かつ安全に作成できます。写真を使った測定やモデリングにおいてコストや時間を削減できる、
誰にでも利用可能なフォトグラメトリ (写真測量) ツールです。

BreezoMeter のテクノロジー

BreezoMeter では、外 部データソースとして、衛星、天 候、
交通、監視局、地形のデータを収集し、30 種類を超える高度
なアルゴリズムで分析し、 API でその結果を出力しています。

適用分野

直感的で見やすい高精度の大気質データを製品やサービスに
組み込むことで、更なる付加価値が生まれ、ブランド力の強化
と売上向上を期待できます。

カスタム製作および製造 (マリン製品の部品等) 、事故現場の
マッピング、犯 罪 現 場 捜 査、 2D パターンやテンプレートの
デジタル化、測量、教育、その他

主な機能
グローバル大気質データ指数、汚染ヒートマップ、汚染物質濃度、
健康管理の推奨、過去のデータ & 予報データ、花粉情報など。
追加オプション : 天気情報、天気予報、火災情報など。

PhotoModeler の使用手順

活用例

BreezoMeter 公式無料アプリ

スマートホーム・空調

医療・健康

空気浄化システムにより、室内外の
大気汚染濃度を比較し、よりきれいな
空気を提供。

大気質と治療機器使用の関連性から、 カーナビゲーション システムと連動し、
肺 疾 患や喘息 要因に関する患者の 目的地までのルートの大気質の情報を
理解を促進。
提供。

1. 異なる位置やアングルから写真を撮影 (ドローン空撮を含む)
2. 撮影画像を PhotoModeler に取り込み
3. 希望の制作メソッドを選択
4. データを視覚化、分析、測定し、外部ソフトにエクスポート

PhotoModeler の特長

・精密なダイアグラム ・3D オブジェクトのモデリング
・正確な測定 ・ワークフローの自動化 ・特殊設備が不要
・コスト削減 ・現場での測定時間を短縮
製品名
PhotoModeler Standard 恒久ライセンス
PhotoModeler Standard 年間サブスクリプション
PhotoModeler Premium 恒久ライセンス
PhotoModeler Premium 年間サブスクリプション

※アカデミック ライセンスもございます。

販売価格（税込）
¥125,840
¥60,060
¥378,840
¥158,730

自動車

iOS 版

位置情報、地図サービス

XML エディター
XML に関するテクノロジーのモデリング、

地 図ア プリ開 発 者 のため の
サブスクリプション ライセンス

Microsoft が 提 供 す る 地 図 サ ー ビ ス を
Web アプリやサービスで使ってみませんか？
© 2021 Microsoft

製品の詳細はこちら xlsoft.com/photomodeler/

Android 版

編集、変換、そしてデバッグを行う業界
ベストセラーの XML エディター
Altova XMLSpy® は、 世 界 をリード するグラフィカル スキ ーマ
デザイナー、コード生成、ファイル変換、デバッガー、プロファイラー、
完全なデータベース統合をオファーし、XSLT、XPath、XQuery、

WSDL、SOAP、XBRL、Office Open XML (OOXML) に加え
Visual Studio と Eclipse 統合をサポートします。

ビデオ解析ツール

PC ハードウェア診断

VQ Analyzer

4K & HDR (BT.2020、10 bit) ビデオに対応
ビデオコーデック開発者向けビデオ解析ツール

PC、Android & Mac 用

プロセスの可視化によるビットストリームの素早いエラー検出

VQ Analyzer は、デコードおよびエンコードプロセスを視覚的かつ数値的

ハードウェア診断 ツールキット

に調査することで、ビットストリームのエラーを迅速に特定します。クリック
1 つで壊れたストリームをデバッグでき、規格に準拠した高品質なデコーダー
やエンコーダーの開発期間の短縮とコストの削減を実現します。

診断結果レポートをカスタマイズし、多言語で出力可能

ビデオ製品の構築を最適化する使いやすい GUI デザイン

• 幅広い PC 部品に対応する 500 種類以上の診断
• 世界最大の PC メーカーが採用する診断で品質を保証可能

ヒートマップ、動きベクトル、選択したブロックのプロセス等の情報を表示する
詳細ビュー、2 つのストリームを並べて比較するデュアル ビュー、シンタックス
要素を説明するツールチップ、統計情報やレポートを含む便利な機能を提供
することで、ビデオコーデック開発者の作業効率を向上します。
メインビュー

信頼性の高い診断を提供

PCI POST カードで電圧と POST コードを測定可能
トラブルシュートを補助する多数の機能

• レポート、システム スナップショット、設定ファイル情報を保存可能
• 多数のブート オプション (ハード ドライブ、CD、USB)

詳細ビュー

NIST 準拠のメソッドを含むセキュアな消去をサポート
製品に含まれるコンポーネント
© 2021 Microsoft

製品名
Bing Maps フル機能版 100 ユーザー (1 年間)
Bing Maps 機能限定版 1,000 ユーザー (1 年間)
Bing Maps 600,000 トランザクション (1 年間)
Bing Maps 1,200,000 トランザクション (1 年間)

販売価格（税込）
¥435,600
¥549,780
¥509,300
¥754,490

※上記はすべて再販 / 商用向けライセンス契約の年間サブスクリプション価格です。

ご要件にあったライセンスを提案いたします

詳しくは Web サイトで
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xlsoft.com/bing_maps/

XMLSpy ハイライト

 ビデオフォーマットサポート
VVC、HEVC、AV1、VP9、MPEG-2、AVC

・RaptorXML エンジンにより強化

・リレーショナル データベース統合

・インテリジェントな XML 編集

・ロイヤリティー フリーのコード生成

・XML スキーマ エディター & DTD エディター

・SharePoint Server 統合

・XSLT エディター & XSLT デバッガー

・Visual Studio 統合

・XQuery エディター & XQuery デバッガー

・XML チャートの作成

®

・WSDL エディター & SOAP デバッガー

・Eclipse 統合

・XBRL 検証 & タクソノミ編集

・Open XML (OOXML) サポート

・HTML & CSS 編集

・XML チャートの作成

製品の価格につきましては、お問い合わせください。

 メディアコンテナーサポート
MPEG-2 PS/TS、MP4、MKV、MMT

製品名

販売価格（税込）

VQ Analyzer AV1 シングルユーザーライセンス 恒久ライセンス
1 年間サポート付き
VQ Analyzer VVC シングルユーザーライセンス 恒久ライセンス
1 年間サポート付き
VQ Analyzer AV1 + VVC シングルユーザーライセンス
恒久ライセンス 1 年間サポート付き

¥824,780
¥962,280
¥1,031,030

※フローティング・ライセンスの価格は、お気軽にお問い合わせください。

• 診断 CD
• CD、DVD テスト メディア
• 4 種類のループバック デバイス
• PCI POST カード
• パワー サプライ テスター
• 多目的 USB デバイス
• フラッシュ ドライブ
• 豊富な日本語マニュアル

無料評価版 好評貸出中！
製品の価格に関しましては、お問い合わせください。

無償評価版、製品の詳細はこちら

xlsoft.com/vicuesoft/

xlsoft.com/pc_doctor/
www.xlsoft.com
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ヘルプ作成

Kong Enterprise

多言語のマルチパブリッシングを
シングル ソースで実現するオーサリング ツール

モダン アーキテクチャのための
サービス コネクティビティ

Flare は、 Web 、デスクトップ、モバイル、印刷文 書向け
のオーサリング効率とコンテンツの再利用を最大限にする
高度な機能を提供します。

■ Flare の特長
• 高度なコンテンツ オーサリング機能を備えた最新の UI
• コンテンツの管理と構成を行うトピックベースのオーサリング
• レスポンシブ HTML5 出力対応のマルチチャンネル パブリッシング
• 多種多様なコンテンツとドキュメントに適応するプラットフォーム
• 既存のコンテンツを活用する強力なインポート機能
• プロ仕様の印刷、オンライン、モバイル コンテンツ用のテンプレート内蔵

Doc-To-Help
オーサリング ツール

Lingo

翻訳メモリ ツール

Microsoft ® Word をエディターとして使 用する
ヘルプ オーサリング ツール

Flare に統合できる XML ベースの翻訳メモリツール

目次、トピック、索引、変数など翻訳対象を自動抽出

API プラットフォーム

Flare の新機能
•
•
•
•
•
•

マイクロコンテンツの表示をカスタマイズ可能な新しいスタイル
リストの作成および管理機能の大幅な強化
XML エディターと出力コンテンツで便利なスタイル付き変数
HTML5 出力でテーブルのアクセシビリティを向上する ARIA 属性
MadCap Connect for Salesforce® と Zendesk® の機能強化
Azure® DevOps ソース コントロールのサポート

製品名

販売価格
（税込）

Flare サブスクリプション (1 年間のサポートを含む )
Flare アップグレード サブスクリプション (1 年間のサポートを含む)
Doc-To-Help 恒久ライセンス (1 年間のサポートを含む )
Lingo サブスクリプション (1 年間のサポートを含む)

¥295,900
¥246,400
¥182,600
¥117,700

製品の詳細、評価版はこちら >> www.xlsoft.com/madcap/
ヘルプ作成

Word、FrameMaker、DITA、
Markdown コンテンツから
オンライン ヘルプを簡単作成！

WebWorks ePublisher を使用すると、 Microsoft Word、 Adobe
FrameMaker、DITA、および Markdown コンテンツからプロフェッショ

ナルなオンライン コンテンツを作成、配布できます。
レスポンシブ HTML5、オンライン ヘルプ、 PDF 、 XML 、モバイルおよび
eReader デバイス向けコンテンツなど、さまざまなオンライン コンテンツを
サポートします。

WebWorks ePublisher の特長
• ビジュアルにスタイルを定義できる動的なプレビュー機能
• Microsoft Word の ス タ イ ル 機 能 や Adobe FrameMaker の
スタイル マッピング機能を自動取り込み
• Adobe FrameMaker 64 ビット互換の 64 ビット実行ファイル
• 45 以上の言語をサポート。日本語を含むアジア言語にも対応
• 1 つのプロジェクトからさまざまな出力を生成可能
• Oracle Help
• PDF
• PDF - XSL-FO
• Sun JavaHelp

• WebWorks Help
• WebWorks Reverb
• WebWorks Reverb 2.0
• XML + XSL

製品名
WebWorks ePublisher Designer License Package
WebWorks ePublisher AutoMap Server License Package
* ダウンロード版価格
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過去の翻訳資産を活用して
EXE、DLL、OCX ファイルを直接日本語化！
Alchemy CATALYST はバイナリ ファイルを直接翻訳するため、ソース
コード ファイルは必要ありません。170 以上のソフトウェア アプリケー
ション、ヘルプ、および Web ファイル形式をサポートし、ローカリゼーショ
ン ワークフローのすべてのステージにおいて必要なサービスとユーティリ
ティに簡単にアクセスできる統合ローカリゼーション環境で、アプリケー
ションからマニュアルまで一貫したローカライズを強力に支援します。
• すべての Windows プログラムとヘルプ ファイルに対応
(DLL、EXE、INI、RTF、CNT、CPP、HPP など)
• JSON および各種 Java プラットフォームに対応
• Microsoft® Word 、 PowerPoint 、 Adobe® PDF 、 FrameMaker 、
InDesign、SVG に対応
• 過去の翻訳資産を活用して完全一致、100% 一致、部分一致を処理
• XLIFF、TBX、TMX、TXML と主要 MT コネクタに対応
• Microsoft® Word、PowerPoint、Adobe® PDF、および XML ファイルの
ビジュアル ビュー

• カスタマイズ可能な色付きラベルによるセグメント管理

対応する出力形式
• Dynamic HTML
• eBook - ePUB 2.0
• Eclipse Help
• Microsoft HTML Help

ローカライズ

英語アプリケーション

日本語アプリケーション

EXE/DLL/OCX を読み込み

EXE/DLL/OCX を書き出し

販売価格（税込）
¥328,900
¥1,316,700

xlsoft.com/webworks/

API マネジメント、Ingress、サービス メッシュをシームレスに提供する

マル チ クラウドおよび Kubernetes ネイティブのフルスタック

プラットフォームを使用して、アプリケーションをスピーディに構築。
エクセルソフト株式会社は
Kong の Gold Partner です。

Kong: The cloud connectivity company

xlsoft.com/kong/

xlsoft.com/catalyst/
www.xlsoft.com
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データ分析プラットフォーム

フォーチュン 100 社の 92 社が採用している
データ分析プラットフォーム
SignalFx Infrastructure Monitoring

DevOps 実践のために欠かせない

クラウドネイティブ時代のオブザーバビリティを提供

インフラ、マイクロサービス、 DevOps のための唯一の

リアルタイムクラウド監視とオブザーバビリティ ( 可観測性 ) プラットフォーム
高い拡張性を備えるストリーミングアーキテクチャでクラウドネイティブ環境を監視

200 を超える統合と OOB ダッシュボードにより価値を即座に実現
オープンで柔軟なデータ収集と秒単位での迅速なサービスの可視化

DevOps
SignalFX

データ分析

IT 運用

セキュリティ

大規模なスタック全体を可視化
規模を問わず、短期間で変化する動的なクラウドネイティブ環境に対応した設計
(Kubernetes、コンテナ、サーバーレスなど)
リアルタイムの問題検出で MTTR を短縮
問題が発生したらすぐに検出、可視化、解決

SignalFx Microservices APM™

データを収集

クラウドでイノベーションを加速し、ユーザーエクスペリエンスを高め、

RFID セキュリティ サーバー デスクトップ メッセージ

アプリケーションの将来性を確保

計測器

クラウドネイティブ環境に対応した設計で問題をいち早く解決

データベース

スマートデバイス

PowerPoint を
HTML5 へ 変換

e ラーニング用コンテンツも作成可能

iSpring Suite を 使 用 すると、PowerPoint で 作 成したプ レ ゼ ン テ ー ション から、 ワンクリック で
高 品 質 な HTML5 コ ン テン ツ を 生 成 す る こと が で き ま す。 イン スト ー ル す る と、PowerPoint の
アドインとしてタブが追加され、PowerPoint から簡単に変換を実行できるようになります。

GPS ネットワーク ストレージ

すべてのデータを活用
お客様への影響が生じる前に問題を検出

オンラインサービス

データに基づいて数秒以内に行動
AI が主導するリアルタイムのインスタントトラブルシューティングで MTTR を短縮
コードを解放
オープンソースの柔軟なインストルメンテーションでロックインを回避

Web サービス

HTML5 、e ラーニング コンテンツ オーサリング

通信

アプリケーション配信

クリックストリーム
オンラインショッピング

xlsoft.com/splunk/
PowerPoint
クラウド サービス

クラウドをもっと使って、コストを削減。

で設定したレイアウトやアニメーションなどのエフェクトを維持したまま変換できるほか、

ナレーションや動画を埋め込み、表現力豊かなコンテンツを作成することが可能です。
また、iSpring
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Suite

には、クイズやアンケート作成ツール

Elastigroup は、主 要 クラウド プ ロ バイダー AWS 、Google
Cloud 、Microsoft Azure が 提 供 するス ポット インスタンス

を活用して、クラウドのワークロードを最適化および高速化します。

インスタンスを自動的に移行するか、オンデマンドおよびリザーブド
インスタンスにフォールバックします。

Elastigroup の特長
· 最大 15 分前の自動中断予測
· リザーブド インスタンスの利用
· さまざまなソフトウェアを利用可能

iPhone、iPad や Android などのモバイルデバイス、デスクトップ PC
など、あらゆるデバイスで再生可能なコンテンツを作成。

クイズの作成

:

種類の設問テンプレート ( 正誤選択、穴埋め問題、多肢選択問題、
ドラッグ アンド ドロップ 形式など) から、クイズの作成が可能。

14

:

ビデオキャプチャー機能の編集画面

LMS 形式への書き出し :
SCORM 1.2、SCORM 2004、Experience API 形式などのデータへ
書き出しが可能で、e ラーニング用コンテンツの作成が可能。

Ocean の特長
· VM とクラスターを管理不要
· ポッド ドリブンの自動スケーリング
· サーバーレス
· ダッシュボードでクラスターをモニタリング

www.xlsoft.com

HTML5、ビデオ (MP4) 形式のコンテンツを生成 :

複数トラックでのビデオ編集、ビデオ内に注釈や図、写真等を追加する
ことが可能となり、より効果的なビデオ レクチャーを作成。

レイヤーを仮 想マシン上に提 供します。

16

の主な機能

ビデオキャプチャ機能

Ocean は、 V M イ ンフ ラ を 管 理 す る こ と な く コ ン テ ナ ー
(Kubernetes および Amazon ECS) を デ プロイできる抽 象

製品の詳細はこちら

も同 梱されており、

ような HTML5 や e ラーニング コンテンツを、使い慣れた PowerPoint を使用して短期間で作成できます。

予算オーバーすることなくアプリケーションのパフォーマンスを最適化できる、
アプリ主導のインフラストラクチャを提供します。
Spot は、高 可用 性 および 一貫 性を確 保するため、過 去 の EC2
スポット中断データに基づいて前もって EC2 スポットの中断を予測し、

iSpring QuizMaker

種類のクイズやアンケート テンプレートから簡単に問題を作成できます。本来は数週間掛けて作成する

価格・ライセンス・無料評価版はこちら

xlsoft.com/ispring/

ドラッグ アンド ドロップ 形式のクイズ

xlsoft.com/spot/
www.xlsoft.com
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NEW

ネットワーク監視ソリューション

NEW

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

包括的な監視ソリューション
PRTG Network Monitor は、170 以 上 の 国 の 20 万 人 以 上 の

システム管理者が利用しているネットワーク監視ソフトウェアです。
IT インフラストラクチャ内のシステム、デバイス、トラフィック、
アプリケーションはもちろん、社外の IoT デバイスやクラウド上の
アプリケーションも監視でき、DevOps でも効果的です。

簡単なインストールと設定で
高度な監視を実現

洗練されたユーザビリティと
データの公開

エージェント不要 (監視デバイスへの影響なし)
データベース、メールサーバー、Web サーバーの統合監視
スマートセットアップ設定ウィザード
汎用デバイスとアプリケーション用の事前定義済みテンプレート
シンプルなライセンス体系と簡単なアップグレード手続き

センサー数無制限の PRTG を
30 日間無料でお試しいただけます

単一ソリューションとして
「すべて」を監視

見やすく強力なダッシュボードをドラッグ & ドロップで
作成可能なマップエディタ
HTML、PDF、CSV で出力可能な統合レポートエンジン
カスタムデータを出力可能な API
高機能かつインタラクティブな Web インターフェース

監視で用いられる一般的なプロトコルをすべてサポート
(SNMP、WMI、ICMP、HTTP、SOAP、SSH、FTP、
SMTP、POP3、DICOM、HL7 など)
ネットワーク帯域幅監視として一般的なフロープロトコル
(Net-Flow v5/v9、sFlow、jFlow、IPFIX) と
パケットスニファリングをサポート
ハードウェア、ソフトウェア、仮想環境およびアプリケー
ションの監視
主要 IT ベンダーの製品に対しては必要監視項目を事前
に定義 済み (Cisco、VMware、Hyper-V、Microsoft、
HPE、Oracle、Juniper、HP、Amazon CloudWatch、
Dell、APC、NetApp、Nutanix、Fujitsu など )
全ベンダーの MIB データファイルのインポートが可能
1 つのインストール / ライセンスで複数拠点の監視が可能
この他にも、監視に役立つさまざまな機能を備えています。

製品名
PRTG 500 新規ライセンス 1 年保守付き (センサー数 : 500、コアサーバー数 : 1 台)
PRTG 500 保守ライセンス 1 年間 (センサー数 : 500、コアサーバー数 : 1 台)

販売価格
（税込） 保守ライセンスにはエクセルソフトによる日本語でのサポートが含まれます。
￥269,500 PRTG 1000/2500/5000/XL1 の価格は製品サイトをご覧ください。
￥67,320 政府 / 教育機関 / 非営利団体向けには割引が適用されます。

無料トライアル版のお申し込み、製品の詳細はこちら

プロトタイピング、共同作業、デザイン システムを支援する
オールインワンの製品デザイン プラットフォーム
ビルトインのコンポーネントとアイコン

200 以上の既製のコンポーネントと 3000 以上のベクター アイコンを
利用して、Android、iOS、ウェブ、タブレットのデザイン プロセス
を合理化できます。

簡単にカスタマイズできる UI ライブラリ

パーソナライズされたコンポーネント、アイコン、インタラクションを
使用して、独自の UI ライブラリを作成し、チームで共有できます。

コンポーネントのインタラクション
簡単なドラッグ アンド ドロップでインタラクティブなプロトタイプを
作成します。チェックボックス、ポップアップ パネル、スタック パネル、
スクロール ボックスなど、既製のインタラクティブなコンポーネントを
使用できます。

インスタント プレビュー
プロトタイピング段階で、インスタント プレビューを使用してデザイン
をテストできます。

xlsoft.com/paessler/

NEW

製品名
Mockplus Cloud Pro 年間サブスクリプション
Mockplus Cloud Ultimate 年間サブスクリプション
Mockplus Classic Individual 永続ライセンス
Mockplus Classic Individual 年間サブスクリプション

販売価格（税込）
￥12,430
￥25,080
￥50,380
￥25,080

xlsoft.com/mockplus

無償体験版、製品の詳細はこちら

データ アナリティクス製品

総合オフィススイート

機械学習による予測分析

Altair ® Knowledge Studio®

コード不要、誰でも簡単にデータ変換と機械学習による予測分析、
データ可視化を可能にするデータ アナリティクス ツール

回帰モデル（線形、
コーディングを一切行うことなく、
マーケット バスケット分析、
、正則化、クラスター分析、
ロジスティック、制約付きロジスティック、PLS 等）
多層ニューラル ネットワーク、決定木、戦略木、テキスト分析、自然言語処理等
が利用可能です。

MS Office と優れた互換性を備えた

総合オフィススイート
Document

セルフサービス型データ プレパレーション ツール

Altair ® Monarch®

Altair Monarch および Altair Knowledge Hub は、様々なソースからデータを抽
出し加工するツールです。Excel やデータベースだけでなく、PDF やテキスト ファ
イル等の非構造化データを構造化データに変換でき、マウス操作のみで膨大な
データのクリーニング、変換、結合等の加工が可能です。

ディシジョン ツリー（決定木）

ビジュアル ワークフロー

ストリーミング データの可視化

Altair Panopticon™

Altair Panopticon は、リアルタイム データ監視・分析アプリケーションを構築
するためのツールです。Panopticon Visual Analytics はリアルタイム データを可

視化し、タイム・クリティカルなデータの処理に最適化されています。収益性の
改善、規制順守に必要なコストや運営リスクの削減、ビジネスに悪影響が及ぼす
潜在的な障害の特定などを行えます。高度なビジネス ロジックやデータ関数を
視覚的インターフェースだけで構築できます。

PDF からデータ抽出

書 式 の コ ピ ー / 貼 り 付 け、 コ ラ ム の 追 加、
画像の挿入、テーブルなど必須の文書編集機
能を備えたドキュメントアプリです。

Slides

複雑な表計算も、デザイン性に優れたグラフ
作 成 も 簡 単 に で き る、 パ ワ フ ル な 表 計 算
アプリケーションです。

Mail

聴衆を虜にする目を見張るような、美しい
プレゼンテーションを簡単に作成できる
スライドアプリです。

複数のメールアカウントを 1 か所にまとめられ、
カレンダーも含まれているシンプルで使い
やすいメールアプリです。
製品名

データの結合・交換

Android/iOS 版 OfficeSuite で移動中でも、
モバイルでさくっと作業を継続。

Monarch を使って、人的作業によるオペレーショナル リスクの軽減、

Sheets

販売価格（税込）

MobiSystems OfficeSuite Personal 年間サブスクリプション (1 ユーザー )
MobiSystems OfficeSuite Home & Business 2021 永続ライセンス (1 ユーザー )
MobiSystems PDF Extra for Windows 年間サブスクリプション (1 ユーザー )

¥3,630/ 年
¥10,428
¥6,028/ 年

Apple のロゴは、米国もしくはその他の国や地域における Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

ビッグ データの活用、経営活動の活性化を実現しませんか︖
無料試用版ダウンロード

ストリーミングデータの可視化

14

www.xlsoft.com

無償体験版、製品の詳細はこちら

xlsoft.com/officesuite/
www.xlsoft.com
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NEW

ネットワーク監視ソリューション

NEW

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

包括的な監視ソリューション
PRTG Network Monitor は、170 以 上 の 国 の 20 万 人 以 上 の

システム管理者が利用しているネットワーク監視ソフトウェアです。
IT インフラストラクチャ内のシステム、デバイス、トラフィック、
アプリケーションはもちろん、社外の IoT デバイスやクラウド上の
アプリケーションも監視でき、DevOps でも効果的です。

簡単なインストールと設定で
高度な監視を実現

洗練されたユーザビリティと
データの公開

エージェント不要 (監視デバイスへの影響なし)
データベース、メールサーバー、Web サーバーの統合監視
スマートセットアップ設定ウィザード
汎用デバイスとアプリケーション用の事前定義済みテンプレート
シンプルなライセンス体系と簡単なアップグレード手続き

センサー数無制限の PRTG を
30 日間無料でお試しいただけます

単一ソリューションとして
「すべて」を監視

見やすく強力なダッシュボードをドラッグ & ドロップで
作成可能なマップエディタ
HTML、PDF、CSV で出力可能な統合レポートエンジン
カスタムデータを出力可能な API
高機能かつインタラクティブな Web インターフェース

監視で用いられる一般的なプロトコルをすべてサポート
(SNMP、WMI、ICMP、HTTP、SOAP、SSH、FTP、
SMTP、POP3、DICOM、HL7 など)
ネットワーク帯域幅監視として一般的なフロープロトコル
(Net-Flow v5/v9、sFlow、jFlow、IPFIX) と
パケットスニファリングをサポート
ハードウェア、ソフトウェア、仮想環境およびアプリケー
ションの監視
主要 IT ベンダーの製品に対しては必要監視項目を事前
に定義 済み (Cisco、VMware、Hyper-V、Microsoft、
HPE、Oracle、Juniper、HP、Amazon CloudWatch、
Dell、APC、NetApp、Nutanix、Fujitsu など )
全ベンダーの MIB データファイルのインポートが可能
1 つのインストール / ライセンスで複数拠点の監視が可能
この他にも、監視に役立つさまざまな機能を備えています。

製品名
PRTG 500 新規ライセンス 1 年保守付き (センサー数 : 500、コアサーバー数 : 1 台)
PRTG 500 保守ライセンス 1 年間 (センサー数 : 500、コアサーバー数 : 1 台)

販売価格
（税込） 保守ライセンスにはエクセルソフトによる日本語でのサポートが含まれます。
￥269,500 PRTG 1000/2500/5000/XL1 の価格は製品サイトをご覧ください。
￥67,320 政府 / 教育機関 / 非営利団体向けには割引が適用されます。

無料トライアル版のお申し込み、製品の詳細はこちら

プロトタイピング、共同作業、デザイン システムを支援する
オールインワンの製品デザイン プラットフォーム
ビルトインのコンポーネントとアイコン

200 以上の既製のコンポーネントと 3000 以上のベクター アイコンを
利用して、Android、iOS、ウェブ、タブレットのデザイン プロセス
を合理化できます。

簡単にカスタマイズできる UI ライブラリ

パーソナライズされたコンポーネント、アイコン、インタラクションを
使用して、独自の UI ライブラリを作成し、チームで共有できます。

コンポーネントのインタラクション
簡単なドラッグ アンド ドロップでインタラクティブなプロトタイプを
作成します。チェックボックス、ポップアップ パネル、スタック パネル、
スクロール ボックスなど、既製のインタラクティブなコンポーネントを
使用できます。

インスタント プレビュー
プロトタイピング段階で、インスタント プレビューを使用してデザイン
をテストできます。

xlsoft.com/paessler/

NEW

製品名
Mockplus Cloud Pro 年間サブスクリプション
Mockplus Cloud Ultimate 年間サブスクリプション
Mockplus Classic Individual 永続ライセンス
Mockplus Classic Individual 年間サブスクリプション

販売価格（税込）
￥12,430
￥25,080
￥50,380
￥25,080

xlsoft.com/mockplus

無償体験版、製品の詳細はこちら

データ アナリティクス製品

総合オフィススイート

機械学習による予測分析

Altair ® Knowledge Studio®

コード不要、誰でも簡単にデータ変換と機械学習による予測分析、
データ可視化を可能にするデータ アナリティクス ツール

回帰モデル（線形、
コーディングを一切行うことなく、
マーケット バスケット分析、
、正則化、クラスター分析、
ロジスティック、制約付きロジスティック、PLS 等）
多層ニューラル ネットワーク、決定木、戦略木、テキスト分析、自然言語処理等
が利用可能です。

MS Office と優れた互換性を備えた

総合オフィススイート
Document

セルフサービス型データ プレパレーション ツール

Altair ® Monarch®

Altair Monarch および Altair Knowledge Hub は、様々なソースからデータを抽
出し加工するツールです。Excel やデータベースだけでなく、PDF やテキスト ファ
イル等の非構造化データを構造化データに変換でき、マウス操作のみで膨大な
データのクリーニング、変換、結合等の加工が可能です。

ディシジョン ツリー（決定木）

ビジュアル ワークフロー

ストリーミング データの可視化

Altair Panopticon™

Altair Panopticon は、リアルタイム データ監視・分析アプリケーションを構築
するためのツールです。Panopticon Visual Analytics はリアルタイム データを可

視化し、タイム・クリティカルなデータの処理に最適化されています。収益性の
改善、規制順守に必要なコストや運営リスクの削減、ビジネスに悪影響が及ぼす
潜在的な障害の特定などを行えます。高度なビジネス ロジックやデータ関数を
視覚的インターフェースだけで構築できます。

PDF からデータ抽出

書 式 の コ ピ ー / 貼 り 付 け、 コ ラ ム の 追 加、
画像の挿入、テーブルなど必須の文書編集機
能を備えたドキュメントアプリです。

Slides

複雑な表計算も、デザイン性に優れたグラフ
作 成 も 簡 単 に で き る、 パ ワ フ ル な 表 計 算
アプリケーションです。

Mail

聴衆を虜にする目を見張るような、美しい
プレゼンテーションを簡単に作成できる
スライドアプリです。

複数のメールアカウントを 1 か所にまとめられ、
カレンダーも含まれているシンプルで使い
やすいメールアプリです。
製品名

データの結合・交換

Android/iOS 版 OfficeSuite で移動中でも、
モバイルでさくっと作業を継続。

Monarch を使って、人的作業によるオペレーショナル リスクの軽減、

Sheets

販売価格（税込）

MobiSystems OfficeSuite Personal 年間サブスクリプション (1 ユーザー )
MobiSystems OfficeSuite Home & Business 2021 永続ライセンス (1 ユーザー )
MobiSystems PDF Extra for Windows 年間サブスクリプション (1 ユーザー )

¥3,630/ 年
¥10,428
¥5,720/ 年

Apple のロゴは、米国もしくはその他の国や地域における Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

ビッグ データの活用、経営活動の活性化を実現しませんか︖
無料試用版ダウンロード

ストリーミングデータの可視化
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www.xlsoft.com

無償体験版、製品の詳細はこちら

xlsoft.com/officesuite/
www.xlsoft.com
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データ分析プラットフォーム

フォーチュン 100 社の 92 社が採用している
データ分析プラットフォーム
SignalFx Infrastructure Monitoring

DevOps 実践のために欠かせない

クラウドネイティブ時代のオブザーバビリティを提供

インフラ、マイクロサービス、 DevOps のための唯一の

リアルタイムクラウド監視とオブザーバビリティ ( 可観測性 ) プラットフォーム
高い拡張性を備えるストリーミングアーキテクチャでクラウドネイティブ環境を監視

200 を超える統合と OOB ダッシュボードにより価値を即座に実現
オープンで柔軟なデータ収集と秒単位での迅速なサービスの可視化

DevOps
SignalFX

データ分析

IT 運用

セキュリティ

大規模なスタック全体を可視化
規模を問わず、短期間で変化する動的なクラウドネイティブ環境に対応した設計
(Kubernetes、コンテナ、サーバーレスなど)
リアルタイムの問題検出で MTTR を短縮
問題が発生したらすぐに検出、可視化、解決

SignalFx Microservices APM™

データを収集

クラウドでイノベーションを加速し、ユーザーエクスペリエンスを高め、

RFID セキュリティ サーバー デスクトップ メッセージ

アプリケーションの将来性を確保

計測器

クラウドネイティブ環境に対応した設計で問題をいち早く解決

データベース

スマートデバイス

PowerPoint を
HTML5 へ 変換

e ラーニング用コンテンツも作成可能

iSpring Suite を 使 用 すると、PowerPoint で 作 成したプ レ ゼ ン テ ー ション から、 ワンクリック で
高 品 質 な HTML5 コ ン テン ツ を 生 成 す る こと が で き ま す。 イン スト ー ル す る と、PowerPoint の
アドインとしてタブが追加され、PowerPoint から簡単に変換を実行できるようになります。

GPS ネットワーク ストレージ

すべてのデータを活用
お客様への影響が生じる前に問題を検出

オンラインサービス

データに基づいて数秒以内に行動
AI が主導するリアルタイムのインスタントトラブルシューティングで MTTR を短縮
コードを解放
オープンソースの柔軟なインストルメンテーションでロックインを回避

Web サービス

HTML5 、e ラーニング コンテンツ オーサリング

通信

アプリケーション配信

クリックストリーム
オンラインショッピング

xlsoft.com/splunk/
PowerPoint
クラウド サービス

クラウドをもっと使って、コストを削減。

で設定したレイアウトやアニメーションなどのエフェクトを維持したまま変換できるほか、

ナレーションや動画を埋め込み、表現力豊かなコンテンツを作成することが可能です。
また、iSpring
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Suite

には、クイズやアンケート作成ツール

Elastigroup は、主 要 クラウド プ ロ バイダー AWS 、Google
Cloud 、Microsoft Azure が 提 供 するス ポット インスタンス

を活用して、クラウドのワークロードを最適化および高速化します。

インスタンスを自動的に移行するか、オンデマンドおよびリザーブド
インスタンスにフォールバックします。

Elastigroup の特長
· 最大 15 分前の自動中断予測
· リザーブド インスタンスの利用
· さまざまなソフトウェアを利用可能

iPhone、iPad や Android などのモバイルデバイス、デスクトップ PC
など、あらゆるデバイスで再生可能なコンテンツを作成。

クイズの作成

:

種類の設問テンプレート ( 正誤選択、穴埋め問題、多肢選択問題、
ドラッグ アンド ドロップ 形式など) から、クイズの作成が可能。

14

:

ビデオキャプチャー機能の編集画面

LMS 形式への書き出し :
SCORM 1.2、SCORM 2004、Experience API 形式などのデータへ
書き出しが可能で、e ラーニング用コンテンツの作成が可能。

Ocean の特長
· VM とクラスターを管理不要
· ポッド ドリブンの自動スケーリング
· サーバーレス
· ダッシュボードでクラスターをモニタリング

www.xlsoft.com

HTML5、ビデオ (MP4) 形式のコンテンツを生成 :

複数トラックでのビデオ編集、ビデオ内に注釈や図、写真等を追加する
ことが可能となり、より効果的なビデオ レクチャーを作成。

レイヤーを仮 想マシン上に提 供します。

16

の主な機能

ビデオキャプチャ機能

Ocean は、 V M イ ンフ ラ を 管 理 す る こ と な く コ ン テ ナ ー
(Kubernetes および Amazon ECS) を デ プロイできる抽 象

製品の詳細はこちら

も同 梱されており、

ような HTML5 や e ラーニング コンテンツを、使い慣れた PowerPoint を使用して短期間で作成できます。

予算オーバーすることなくアプリケーションのパフォーマンスを最適化できる、
アプリ主導のインフラストラクチャを提供します。
Spot は、高 可用 性 および 一貫 性を確 保するため、過 去 の EC2
スポット中断データに基づいて前もって EC2 スポットの中断を予測し、

iSpring QuizMaker

種類のクイズやアンケート テンプレートから簡単に問題を作成できます。本来は数週間掛けて作成する

価格・ライセンス・無料評価版はこちら

xlsoft.com/ispring/

ドラッグ アンド ドロップ 形式のクイズ

xlsoft.com/spot/
www.xlsoft.com
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ヘルプ作成

Kong Enterprise

多言語のマルチパブリッシングを
シングル ソースで実現するオーサリング ツール

モダン アーキテクチャのための
サービス コネクティビティ

Flare は、 Web 、デスクトップ、モバイル、印刷文 書向け
のオーサリング効率とコンテンツの再利用を最大限にする
高度な機能を提供します。

■ Flare の特長
• 高度なコンテンツ オーサリング機能を備えた最新の UI
• コンテンツの管理と構成を行うトピックベースのオーサリング
• レスポンシブ HTML5 出力対応のマルチチャンネル パブリッシング
• 多種多様なコンテンツとドキュメントに適応するプラットフォーム
• 既存のコンテンツを活用する強力なインポート機能
• プロ仕様の印刷、オンライン、モバイル コンテンツ用のテンプレート内蔵

Doc-To-Help
オーサリング ツール

Lingo

翻訳メモリ ツール

Microsoft ® Word をエディターとして使 用する
ヘルプ オーサリング ツール

Flare に統合できる XML ベースの翻訳メモリツール

目次、トピック、索引、変数など翻訳対象を自動抽出

API プラットフォーム

Flare の新機能
•
•
•
•
•
•

マイクロコンテンツの表示をカスタマイズ可能な新しいスタイル
リストの作成および管理機能の大幅な強化
XML エディターと出力コンテンツで便利なスタイル付き変数
HTML5 出力でテーブルのアクセシビリティを向上する ARIA 属性
MadCap Connect for Salesforce® と Zendesk® の機能強化
Azure® DevOps ソース コントロールのサポート

製品名

販売価格
（税込）

Flare サブスクリプション (1 年間のサポートを含む )
Flare アップグレード サブスクリプション (1 年間のサポートを含む)
Doc-To-Help 恒久ライセンス (1 年間のサポートを含む )
Lingo サブスクリプション (1 年間のサポートを含む)

¥295,900
¥246,400
¥182,600
¥117,700

製品の詳細、評価版はこちら >> www.xlsoft.com/madcap/
ヘルプ作成

Word、FrameMaker、DITA、
Markdown コンテンツから
オンライン ヘルプを簡単作成！

WebWorks ePublisher を使用すると、 Microsoft Word、 Adobe
FrameMaker、DITA、および Markdown コンテンツからプロフェッショ

ナルなオンライン コンテンツを作成、配布できます。
レスポンシブ HTML5、オンライン ヘルプ、 PDF 、 XML 、モバイルおよび
eReader デバイス向けコンテンツなど、さまざまなオンライン コンテンツを
サポートします。

WebWorks ePublisher の特長
• ビジュアルにスタイルを定義できる動的なプレビュー機能
• Microsoft Word の ス タ イ ル 機 能 や Adobe FrameMaker の
スタイル マッピング機能を自動取り込み
• Adobe FrameMaker 64 ビット互換の 64 ビット実行ファイル
• 45 以上の言語をサポート。日本語を含むアジア言語にも対応
• 1 つのプロジェクトからさまざまな出力を生成可能
• Oracle Help
• PDF
• PDF - XSL-FO
• Sun JavaHelp

• WebWorks Help
• WebWorks Reverb
• WebWorks Reverb 2.0
• XML + XSL

製品名
WebWorks ePublisher Designer License Package
WebWorks ePublisher AutoMap Server License Package
* ダウンロード版価格
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www.xlsoft.com

過去の翻訳資産を活用して
EXE、DLL、OCX ファイルを直接日本語化！
Alchemy CATALYST はバイナリ ファイルを直接翻訳するため、ソース
コード ファイルは必要ありません。170 以上のソフトウェア アプリケー
ション、ヘルプ、および Web ファイル形式をサポートし、ローカリゼーショ
ン ワークフローのすべてのステージにおいて必要なサービスとユーティリ
ティに簡単にアクセスできる統合ローカリゼーション環境で、アプリケー
ションからマニュアルまで一貫したローカライズを強力に支援します。
• すべての Windows プログラムとヘルプ ファイルに対応
(DLL、EXE、INI、RTF、CNT、CPP、HPP など)
• JSON および各種 Java プラットフォームに対応
• Microsoft® Word 、 PowerPoint 、 Adobe® PDF 、 FrameMaker 、
InDesign、SVG に対応
• 過去の翻訳資産を活用して完全一致、100% 一致、部分一致を処理
• XLIFF、TBX、TMX、TXML と主要 MT コネクタに対応
• Microsoft® Word、PowerPoint、Adobe® PDF、および XML ファイルの
ビジュアル ビュー

• カスタマイズ可能な色付きラベルによるセグメント管理

対応する出力形式
• Dynamic HTML
• eBook - ePUB 2.0
• Eclipse Help
• Microsoft HTML Help

ローカライズ

英語アプリケーション

日本語アプリケーション

EXE/DLL/OCX を読み込み

EXE/DLL/OCX を書き出し

販売価格（税込）
¥328,900
¥1,316,700

xlsoft.com/webworks/

API マネジメント、Ingress、サービス メッシュをシームレスに提供する

マル チ クラウドおよび Kubernetes ネイティブのフルスタック

プラットフォームを使用して、アプリケーションをスピーディに構築。
エクセルソフト株式会社は
Kong の Gold Partner です。

Kong: The cloud connectivity company

xlsoft.com/kong/

xlsoft.com/catalyst/
www.xlsoft.com
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大気汚染指数 API サービス

フォトグラメトリ

屋外の大気汚染状況や花粉飛散状況を
BreezoMeter は、リアルタイムの大気質データを製品、アプリやサービスに組み込み可能な API を提供しています。
BreezoMeter のサービスは、冷暖房、空気清浄機、医療機器、化粧品、自動車、スマートシティなどに関連する
さまざまなグローバル ブランドから信頼され、世界中で 8,000 万人以上のユーザーに利用されています。
PhotoModeler では、写真データから高精度の 2D または 3D モデル、図面、CAD データ、オルソ画像などを
よりすばやく、正確かつ安全に作成できます。写真を使った測定やモデリングにおいてコストや時間を削減できる、
誰にでも利用可能なフォトグラメトリ (写真測量) ツールです。

BreezoMeter のテクノロジー

BreezoMeter では、外 部データソースとして、衛星、天 候、
交通、監視局、地形のデータを収集し、30 種類を超える高度
なアルゴリズムで分析し、 API でその結果を出力しています。

適用分野

直感的で見やすい高精度の大気質データを製品やサービスに
組み込むことで、更なる付加価値が生まれ、ブランド力の強化
と売上向上を期待できます。

カスタム製作および製造 (マリン製品の部品等) 、事故現場の
マッピング、犯 罪 現 場 捜 査、 2D パターンやテンプレートの
デジタル化、測量、教育、その他

主な機能
グローバル大気質データ指数、汚染ヒートマップ、汚染物質濃度、
健康管理の推奨、過去のデータ & 予報データ、花粉情報など。
追加オプション : 天気情報、天気予報、火災情報など。

PhotoModeler の使用手順

活用例

BreezoMeter 公式無料アプリ

スマートホーム・空調

医療・健康

空気浄化システムにより、室内外の
大気汚染濃度を比較し、よりきれいな
空気を提供。

大気質と治療機器使用の関連性から、 カーナビゲーション システムと連動し、
肺 疾 患や喘息 要因に関する患者の 目的地までのルートの大気質の情報を
理解を促進。
提供。

1. 異なる位置やアングルから写真を撮影 (ドローン空撮を含む)
2. 撮影画像を PhotoModeler に取り込み
3. 希望の制作メソッドを選択
4. データを視覚化、分析、測定し、外部ソフトにエクスポート

PhotoModeler の特長

・精密なダイアグラム ・3D オブジェクトのモデリング
・正確な測定 ・ワークフローの自動化 ・特殊設備が不要
・コスト削減 ・現場での測定時間を短縮
製品名
PhotoModeler Standard 恒久ライセンス
PhotoModeler Standard 年間サブスクリプション
PhotoModeler Premium 恒久ライセンス
PhotoModeler Premium 年間サブスクリプション

※アカデミック ライセンスもございます。

販売価格（税込）
¥125,840
¥60,060
¥378,840
¥158,730

自動車

iOS 版

位置情報、地図サービス

XML エディター
XML に関するテクノロジーのモデリング、

地 図ア プリ開 発 者 のため の
サブスクリプション ライセンス

Microsoft が 提 供 す る 地 図 サ ー ビ ス を
Web アプリやサービスで使ってみませんか？
© 2021 Microsoft

製品の詳細はこちら xlsoft.com/photomodeler/

Android 版

編集、変換、そしてデバッグを行う業界
ベストセラーの XML エディター
Altova XMLSpy® は、 世 界 をリード するグラフィカル スキ ーマ
デザイナー、コード生成、ファイル変換、デバッガー、プロファイラー、
完全なデータベース統合をオファーし、XSLT、XPath、XQuery、

WSDL、SOAP、XBRL、Office Open XML (OOXML) に加え
Visual Studio と Eclipse 統合をサポートします。

ビデオ解析ツール

PC ハードウェア診断

VQ Analyzer

4K & HDR (BT.2020、10 bit) ビデオに対応
ビデオコーデック開発者向けビデオ解析ツール

PC、Android & Mac 用

プロセスの可視化によるビットストリームの素早いエラー検出

VQ Analyzer は、デコードおよびエンコードプロセスを視覚的かつ数値的

ハードウェア診断 ツールキット

に調査することで、ビットストリームのエラーを迅速に特定します。クリック
1 つで壊れたストリームをデバッグでき、規格に準拠した高品質なデコーダー
やエンコーダーの開発期間の短縮とコストの削減を実現します。

診断結果レポートをカスタマイズし、多言語で出力可能

ビデオ製品の構築を最適化する使いやすい GUI デザイン

• 幅広い PC 部品に対応する 500 種類以上の診断
• 世界最大の PC メーカーが採用する診断で品質を保証可能

ヒートマップ、動きベクトル、選択したブロックのプロセス等の情報を表示する
詳細ビュー、2 つのストリームを並べて比較するデュアル ビュー、シンタックス
要素を説明するツールチップ、統計情報やレポートを含む便利な機能を提供
することで、ビデオコーデック開発者の作業効率を向上します。
メインビュー

信頼性の高い診断を提供

PCI POST カードで電圧と POST コードを測定可能
トラブルシュートを補助する多数の機能

• レポート、システム スナップショット、設定ファイル情報を保存可能
• 多数のブート オプション (ハード ドライブ、CD、USB)

詳細ビュー

NIST 準拠のメソッドを含むセキュアな消去をサポート
製品に含まれるコンポーネント
© 2021 Microsoft

製品名
Bing Maps フル機能版 100 ユーザー (1 年間)
Bing Maps 機能限定版 1,000 ユーザー (1 年間)
Bing Maps 600,000 トランザクション (1 年間)
Bing Maps 1,200,000 トランザクション (1 年間)

販売価格（税込）
¥435,600
¥549,780
¥509,300
¥754,490

※上記はすべて再販 / 商用向けライセンス契約の年間サブスクリプション価格です。

ご要件にあったライセンスを提案いたします

詳しくは Web サイトで
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xlsoft.com/bing_maps/

XMLSpy ハイライト

 ビデオフォーマットサポート
VVC、HEVC、AV1、VP9、MPEG-2、AVC

・RaptorXML エンジンにより強化

・リレーショナル データベース統合

・インテリジェントな XML 編集

・ロイヤリティー フリーのコード生成

・XML スキーマ エディター & DTD エディター

・SharePoint Server 統合

・XSLT エディター & XSLT デバッガー

・Visual Studio 統合

・XQuery エディター & XQuery デバッガー

・XML チャートの作成

®

・WSDL エディター & SOAP デバッガー

・Eclipse 統合

・XBRL 検証 & タクソノミ編集

・Open XML (OOXML) サポート

・HTML & CSS 編集

・XML チャートの作成

製品の価格につきましては、お問い合わせください。

 メディアコンテナーサポート
MPEG-2 PS/TS、MP4、MKV、MMT

製品名

販売価格（税込）

VQ Analyzer AV1 シングルユーザーライセンス 恒久ライセンス
1 年間サポート付き
VQ Analyzer VVC シングルユーザーライセンス 恒久ライセンス
1 年間サポート付き
VQ Analyzer AV1 + VVC シングルユーザーライセンス
恒久ライセンス 1 年間サポート付き

¥824,780
¥962,280
¥1,031,030

※フローティング・ライセンスの価格は、お気軽にお問い合わせください。

• 診断 CD
• CD、DVD テスト メディア
• 4 種類のループバック デバイス
• PCI POST カード
• パワー サプライ テスター
• 多目的 USB デバイス
• フラッシュ ドライブ
• 豊富な日本語マニュアル

無料評価版 好評貸出中！
製品の価格に関しましては、お問い合わせください。

無償評価版、製品の詳細はこちら

xlsoft.com/vicuesoft/

xlsoft.com/pc_doctor/
www.xlsoft.com
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モバイル アプリ AR SDK

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

モバイル アプリや Web サービスの UI/UX を

コードを書かずにデザイン
モバイル AR アプリ (iOS/Android) で腕時計を試着体験︕ 画像提供 : WATCHBOX. ALL RIGHTS RESERVED.

Kudan AR SDK とは︖

Kudan AR SDK は、 iOS 、 Android デバイスに対応し、 Unit y プラグインを提 供するモバイル アプリケーション
開発向けの AR SDK です。高品質な認識 精度を誇るマーカータイプ AR と、 Kudan 独自のコンピューター ビジョン
技術 ( コンピューターがカメラなどを通じて取得した画像 / 映像を解析し、視覚処理する技術 ) をベースにしたマーカー
レス AR に対応しています。 Kudan AR SDK は、ハードウェア 非 依 存で最 新 のスマートフォンを必 要とせず、プラッ
トフォームの 垣 根 を 超 え、幅 広いデバイスでご 利 用いただけます。

マーカー/ マーカーレス両対応
15,000 以上のローカル マーカーに対応した AR と、空間のどこに
でも表示できるマーカーレス AR の両方をサポートする SDK エン
ジンです。画像 認識 精度、速 度、表 示品質など、他社 製品と比 較
して圧倒的なパフォーマンスを備えています。

クロスプラットフォーム対応
iOS 向けの Swift や Objective-C、Android 向けの Java や Kotlin
の両方に対応し、発売後数年が経過した端末でも軽快に動作します。
開発環境はネイティブ プラットフォーム API のほか、Unity Plugin
としても用意しています。

インディー開発から組込みまで
コアとなる Kudan CV エンジンは C++ で書かれ、最小のメモリ
フットプリントで最速かつ最も堅牢な性能を提供できるため、ヘッ
ド マ ウント 機 器 の 専 門 的な VPU からチップ セット の 組 込 みま
で、あらゆる場所で実 行できます。必要に応じて、感 度、堅牢性、
速 度を調節できます ( 要お問い合わせ ) 。

高度な使用向けに構成可能

 クリック操作で動くプロトタイプを作成

シンプルなクリック操作でワイヤーフレームからアニメーションな
どを含むプロトタイプを簡単に作成できます。

 チーム内でデザインやフィードバックを共有

デザイナーや開発者、さらにプロジェクトのステークホルダーと
ともにデザインを容易に確認でき、手戻り作業を削減します。

 画面遷移図 (フロー ダイアグラム) を自動生成

画面遷移図の自動生成および編集機能により、正確、迅速かつ
表現力豊かな製品設計を実現します。

製品名
Axure RP Pro 年間サブスクリプション
Axure RP Team 年間サブスクリプション

販売価格（税込）
¥47,850
¥80,300

xlsoft.com/axure/

無償体験版、製品の詳細はこちら

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

Kudan の高品質なレンダリング サポートは、HD ディスプレイや
キャプチャに対応し、マップやシェーダー、リアル タイムのテクス
チャ モーフィングで高精度な 3D グラフィックを サポートします。

iPhone

や

PDF 変換、処理ソリューション

Android 向け

PDF を Word、Excel ファイルに変換

モバイル アプリや
Web アプリをデザイン

デスクトップ製品

Solid Converter
導入事例

豊 富 な コ ン ポ ー ネ ン ト や ア ク シ ョ ン の ギ ャ ラ リ ー を 用 い て、
インタラクティブなワイヤーフレームを簡単に描くことができます。

Apophis Tech Labs が提供する M.A.R.T.A. は “My
Augmented Reality Teaching Assistant ” (AR 教育
アシスタント) の略で、教育システムに革命をもたらす
画期的なモバイル アプリケーション です。マーカー
モードでは、NCERT (インドの全国教育研究訓練機関)
の教科書で画像をスキャンして、AR が体験できます。
また、マーカーレス モードでは、3D モデルを選択して、
任意の場所に投影できます。
製品名

Kudan AR SDK 開発ライセンス
Kudan AR Indie プロダクション ライセンス
Kudan AR Business プロダクション ライセンス
Kudan AR Enterprise プロダクション ライセンス
Kudan CV SDK 開発ライセンス
Kudan CV Business プロダクション ライセンス
Kudan CV Enterprise プロダクション ライセンス
※ Kudan AR SDK/CV SDK および Unity プラグインの開発ライセンスは無料です。
※ 開発したアプリケーションを配布するには、プロダクション ライセンスが必要です。

製品の詳細はこちら >> xlsoft.com/kudan/
10
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PDF を Word、Excel ファイルに変換
日本語メニューを選択可能、Windows 版および Mac 版

ワイヤーフレームからインタラクティブなプロトタイプへ

Solid Converter は、Adobe Acrobat に比べてわずかなコストで、
テキスト、 レイアウト、 画 像をオリジ ナル のド キュメントから
抽出することができます。
機能：

PDF から Word へ変換
PDF から Excel へ変換

PDF から PowerPoint へ変換
Word へスキャン

製品名
Solid Converter
Solid Converter Mac

¥181,500

お問い合わせ
無料

¥181,500

お問い合わせ

¥15,400
¥15,400

15 日間無料評価版 ダウンロード提供中

販売価格（税込）
無料
無料

販売価格（税込）

モバイル アプリ用ジェスチャー
iPhone、Android、iPad 向けに
スワイプ、タップ & ホールド、
ピンチや回転のジェスチャーを
サポート。
製品名
Justinmind Pro Edition
Justinmind Enterprise Edition
無償体験版、製品の詳細はこちら

変更部分をすぐにテスト
[Simulate (シ ミ ュ レ ー ト )]

ボ タ ン ク リ ッ ク す る だ け で、
すぐに作成したプロトタイプの
シミュレーションができます。
販売価格（税込）
¥64,900
¥113,300

xlsoft.com/justinmind/

ソフトウェア開発製品

Solid Framework

PDF を読み込み、Word、Excel、PowerPoint

ファイルを再作成するアプリケーションを開発できます。
オプションの OCR 機能により、印刷またはスキャンした PDF から
でも編集可能なドキュメントを再作成できます。 PDF から Word/
Excel/PowerPoint への変換機能を提供する Web サービスの開発
および配布に最適な製品です。
製品名
Solid Framework SDK

販売価格（税込）
お問い合わせ

www.xlsoft.com
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JavaScript グリッド コントロール

Arm 純正開発環境

モバイル ゲームからスーパーコンピューターまで
幅広いソフトウェア開発を支援

Excel 互換の JavaScript コンポーネント

Ajax を使用した 100% ピュア JavaScript の DHTML コンポーネント。
HTML ページに Excel ライクなテーブル、グリッド、ツリー ビュー、ツリー グリッド、

Excel ライクなグリッド機能で

TreeGrid

複雑な注文データをツリー表示

Excel ライクな豊富なコンポーネント
 セル内容の編集、列のサイズ調整、列の表示・非表示機能
 高度な絞り込み機能や式を利用した絞り込み機能
 ウィンドウ枠を固定して列や行をロック

Android ゲーム アプリケーション開発者向け
Arm ® ベース CPU/GPU パフォーマンス解析ツール スイート

 カスタマイズ可能な CSS スタイルによるグリッドのスタイル変更
 さまざまなタイプやサイズのデータを上限なく行やバーに表示
 高度な XML 入力や出力フォーマット

高いパフォーマンスと拡張性
 最適化された JavaScript による高速なグリッドの表示
および操作
 イベントやメソッドを提供する 高度な JavaScript API

ガント チャートでプロジェクトの
タスクやスケジュールを管理

Gantt chart

編集可能な JavaScript ツリー グリッドとともに横棒グラフをべース
とするインタラクティブな 行を 表 現します。高 度 な Web ガ ント
チャートから基本的な横棒グラフまで幅広いチャートに対応します。

SpreadSheet

あらゆるデータ表示に対応

販売価格（税込）
¥82,500~

※ 年間有償サポートはライセンス合計の 30% でご購入いただけます。

JVM の運用サーバー監視ソリューション

インテル® CAS は、最もアクティブなホットデータを SSD または Flash に
キャッシュし、コールドデータをプライマリ－・ストレージへ移行することで、
サーバー上のアプリケーションのパフォーマンスを向上します。

Source Insight の特長

• ファイルごとにシンボル ウィンドウ
を表示

• コンテキスト ウィンドウに

パワフルな Java インストーラー ビルダー

宣言を自動的に表示

• シンボルの自動入力補完

シンボル
ウィンドウ

コンテキスト
ウィンドウ

インテル ® キャッシュ・アクセラレーション・ソフトウェア
for Windows(1 年間のスタンダード・サポート付き)

• 複雑なソース コードの解析が容易

無償体験版や紹介動画もあります

www.xlsoft.com

xlsoft.com/ejtechnologies

• 編集中にソースを分析し、関数、変数の検索時間を大幅に減少
• シンボルの自動補完でタイプミスをなくし、無駄なコンパイル時間を減少

製品名
Source Insight 4.0 ダウンロード版

サーバー管理・監視

インテル®
データセンター・マネージャー
電源管理と監視でデータセンターのコストを削減

インテル® データセンター・マネージャー ( インテル® DCM) は、
データセンターやサーバールームの電力や温度を監視 ・
管理するソフトウェアです。
現在のデータセンターでは増え続けるサーバーにより、電力コストは急速に
上がっています。電力の消耗はデータセンター、エンタープライズ、クラウド
の管理者にとって最も懸念すべき事項の一つです。

・ リアルタイムの電力および温度の監視
・ ラック密度の向上
・ 電力使用の最適化
・ 停電時の電力確保
・ 履歴データを1 年間保存
・ エージェントのインストールは不要
・ 分かりやすいWebインターフェース
・ CLIで既存のシステムと連携
・ 数万台のサーバーを管理可能

製品名

¥71,335 ~
¥142,835 ~
¥99,935~

>> xlsoft.com/arm/

コール グラフ
クラス階層
コール ツリー

Source Insight を利用すると…
販売価格（税込）

なすべてのツールを提供するツールスイートです。

インテル® データセンター・マネージャーの特長

ツールとの統合

インストーラーとアプリケーション起動ツールを
生成できる、パワフルなマルチプラットフォーム
の Java インストーラー ビルダーです。

64 ビ ッ ト の Arm ア ー キ テ ク チ ャ ー ベ ー ス の プ ロ セ ッ サ ー 用 の
Arm Forge に 加 え て、Arm C/C++、Fortran コ ン パ イ ラ ー と
Armv8-A アーキテクチャー向けに最適化されたライブラリを同梱。
Arm ベースのサーバーおよび HPC 向けアプリケーション開発に必要

構文色分け

• 外部コンパイラーおよび

install4j は、Java アプリケーションのネイティブ

Studio

キャッシュ・ソリューション

コール ツリーを表示

ビジネス トランザクションも監視できます。

20

製品の詳細、評価版はこちら

• 参照ツリー、クラス階層、

perﬁno の監視エージェントは、監視できる
JVM の数や記録されるトランザクションの
数に制限がなく、また、複数の VM にまたがる

詳しくは Web サイトで

システムとグラフィックスに関するボトルネックを解消できます。

インテル® SSD (Solid State Drive) とインテル® CAS の組み合わせで
アプリケーションのパフォーマンスを最優先

おけるボトルネック解 析、メモリ リークの
検出、スレッド問題の検出を可能にします。

JProﬁler シングル ライセンス
perﬁno サーバー ライセンス
install4j シングル ライセンス

Streamline パフォーマンス アナライザーでは、Arm ベースの Android
デバイス上で稼働する Unity アプリケーションのパフォーマンスを解析し、

インテル®
キャッシュ・アクセラレーション・
ソフトウェア (CAS)

JProﬁler は、CPU、メモリ、スレッドを解析し、
Java アプリケーションのパフォーマンスに

Forge

■ Arm Allinea

ソース エディター

Java アプリケーションの動的解析ツール

製品名

並 列 デバッガ ー Arm DDT 、 低 オーバー ヘッド のプ ロファイラ ー
Arm MAP 、 ス カ ラ ー 型 /M PI シ ス テム 向 け ア プ リ ケ ー ション
の 性 能 に 関 する 簡 潔 か つ わかりや す いレ ポート を 出 力 する Arm
Per formance Repor t s を同 梱 。
Linux 上のハイパフォーマンスな C/C++、Fortran、Python アプリケー
ションのデバッグ、解析、最適化を支援します。
64 ビットの Arm アーキテクチャー ベースのプロセッサー、インテル ®
Xeon ® プロセッサー、NVIDIA GPU、OpenPOWER に対応。

xlsoft.com/treegrid/

Java アプリのパフォーマンス解析、監視、デプロイメント

install4j

パフォーマンス解 析ツール スイートです。ゲームの実 行 速 度の 低下、
デバイスのオーバーヒート、またはバッテリーの素早い消耗の原因となる
問題を特定し、修正するのに役立ちます。

Excel 互換のグリッド コントロールで
高機能な Web アプリを開発しましょう

Java 開発

perﬁno

■ Arm

CPU/GPU アクティビティ、コンテンツ メトリックを自動的に解析する

Excel ファイルをドラッグして
HTML スプレッドシートに展開

製品名
TreeGrid/Gantt chart/SpreadSheet ( 各製品共通 )

クロスプラットフォームで HPC コードを
デバッグ、プロファイル、チューニング

Arm Mobile Studio は、簡単なセットアップでモバイル ゲームの

編 集可能 な 数 式、定 義 済みやカスタマイズされた多 数の関 数 式、
書式、枠線、選択されたセルごとの操作、グリッド サイズの自動調整
などの高度な機能により複雑なデータ入力や表現を可能にします。

無償体験版、製品の詳細はこちら

JProﬁler

サーバー、HPC 向けツール

Arm Mobile Studio

横棒グラフなど追加して、高度なデータ入力やデータ表示を可能にします。

販売価格（税込）
¥35,530

30 日間 無償体験版ダウンロード提供中

インテル® キャッシュ・アクセラレーション・ソフトウェア
for Linux(1 年間のスタンダード・サポート付き)

販売価格 (税込)
¥102,410
お問い合わせ

※対象の SSD 数分のライセンスが必要です。

製品名
インテル ® データセンター・マネージャー

販売価格（税込）
お問い合わせ

インテル社製の SSD と一緒に使用する場合には、インテル® CAS の無償版を利用できます。
ただし、無償版にはサポートが含まれていないので、ご注意ください。
インテル社製以外の SSD と使用する場合、またはインテル社製の SSD と一緒に使用し、かつサポートが
必要な場合、上記の製品が最適です。

※ 監視対象のノード数分のライセンスが必要です。

© 2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国に
おける Intel Corporation の商標です。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です

© 2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国に
おける Intel Corporation の商標です。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です

www.xlsoft.com
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モバイル PDF 開発

デバイス ドライバー開発

ドライバー開発 WinDriver

PDF 開発
Java、.Net 向け
PDF 作成機能を提供

XFINIUM.PDF Mobile

ツールキット

Xamarin 対応のクロス プラットフォーム PDF 開発ツール。
iOS、Android アプリに PDF 機能を追加します。

™

XFINIUM.PDF は、 ク ロ ス プ ラットフォーム の PDF 開 発 用 の .NET
ライブラリーおよびビューアー機能を提供しています。

XFINIUM.PDF で記 述したコードは、 変 更せ ずに 対応 するすべての
プラットフォームでコンパイル可能です。

〔 ウィザードを使用してユーザー モードで簡単ドライバー開発 〕

XFINIUM.PDF はすべて C# で開発され、100% マネージド コードです。
開発者ベースのシンプルなライセンス体系で、開発したアプリケー
ションの配布ロイヤリティは無料です。

世界が選んだ

オープン ソースの

PDF 開発ライブラリ

PDF ドキュメントの新規作成
PDF ドキュメントをデータ ソースから作成

～ XML 、 HTML 、 WebForm 、Database ～

PDF ドキュメントの分割・結合
既存のドキュメントにコンテンツを追加

～ テキスト、バーコード、画像、透かしスタンプ ～

セキュア ドキュメントの作成

～ 暗号化、デジタル署名 ～

PDF ドキュメントのインタラクティブ化

～ 注釈、お気に入り、 Navigate 、 Javascript ～

PDF へのアクセス API の豊富さ

〔 デバイスの検出 〕

〔 ハードウェアのテスト 〕

〔 ドライバー コードの生成 〕

WinDriver が検出したデバイスの

ハードウェアのレ ジ スタをリード
/ ライト

開 発 環 境 に 合 わ せ てド ラ イバ ー
ア プ リ ケ ー シ ョン の 雛 形 と な る
コ ード を 生 成

リストから対象のデバイスを選択

ドライバーを記 述 する前にハード
ウェアをテスト

〔 WinDriver のアーキテクチャ 〕

15 年以上にわたる実績

〔 実行！〕
生 成 し た コ ー ド を ビ ルド す る と
テスト ア プリケ ー ション が 完 成

製品名
XFINIUM.PDF Generator for Mobile
XFINIUM.PDF Viewer for Mobile

販売価格（税込）
¥45,980
¥61,380

※ 上記製品価格は開発者ライセンスとなります。

〔特 長〕

して、ユーザー モード
でドライバーを開発

ドライバー コード

WDK、OS の内部構造およびカーネルの知識は不要

カーネル モード

Kernel Plugin
パフォーマンス モジュール
パフォーマンス コード

対応 OS ( Windows/Linux/macOS)

ユーザー モード

低レベル WinDriver API
カーネル モジュール

ハードウェアへのアクセスを提供

ユーザーが記述するコード

WinDriver が提供するコンポーネント

無料セミナー随時開催中

100

64bit 対応
データ センターや大規模クラスター システム向けの API を提供

Windows ドライバーへのデジタル署名サービス

Linux カーネル 2.6.x またはそれ以降

WinDriver USB for Windows

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012 (x86 32 bit または
x64 64 bit CPU に対応 )

WinDriver USB for Linux

Linux カーネル 2.6.x またはそれ以降

WinDriver for macOS (beta)

macOS バージョン 10.10 - 10.15

デバッグ時間を
大幅に削減

魔法のようなデバッグ
エクスペリエンス

現象ではなく、
バグそのものを解決

より多くの時間を
コーディングに費やすことが
出来ます。

コードの変更に即座に対応。
まさに魔法の様なデバッグを
可能にします。

問題を正確に究明し、
コードのクオリティを
改善します。

C# アプリを Web ベースでデバッグが可能

Linux ARM、ARM64 に対応

WinDriver PCI for Linux

販売価格（税込）
お問い合わせ
お問い合わせ

Ozcode Production Debugger

バグの根本原因を徹底的に観察し、
ビジネスに影響が及ぶ前に修正します。

お問い合わせ
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■ バーコードの読み取りと書き込み
JAN、QR コードなどの 1 次元および 2 次元バーコード。
■ フォーマット変換
PDF、Oﬃce ファイル、JBIG2、TIFF、CAD、SVG、DICOM など多数。
■ Oﬃce 形式のサポート
Oﬃce 形式の表示、読み取り、書き込み、管理、および編集。
■ 画像処理
編集機能、フィルター、エフェクト、その他の拡張機能を提供。

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

コード変更なし

どこでも

低フットプリント

5 分で軽量エージェントを

Azure、AWS、Windows、
Linux など、オンプレミス

ランタイム パフォーマンスへの
影響は 3% 未満

インストール

無償体験版、製品の詳細はこちら

オールインワン ドキュメント画像処理 SDK

表示、注釈、編集、墨消し、デジタル署名、フォームフィールド。

対応開発環境 Visual Studio (C、.NET)、GCC、
Python、Java 等

WinDriver PCI for Windows

GdPicture.NET
■ 完全な PDF サポート

主要なチップ ベンダを拡張サポート

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012 (x86 32 bit または
x64 64 bit CPU に対応 )

PDF の
比較処理

再配布
% ロイヤリティ フリーの画像処理 SDK
配布ライセンスを買う必要はありません。

( Xilinx/PLX/Altera など )

動作環境

ツリー構造の
削除処理

画像、PDF ソリューション

Visual Studio のデバッグ作業を劇的に強化し、
.NET アプリケーションのバグの根本原因を素早く見つけます。

対応バス ( PCI/PCI-Express/USB)

メディア ボックス
の変更処理

機能に基づいたライセンス

Ozcode Visual Studio Extension

対応する OS 間でドライバー コードの互換性
32bit から 64bit へスムーズに移行

製品名
WinDriver PCI for Windows
WinDriver PCI for Linux
WinDriver PCI for Linux ARM
WinDriver USB for Windows
WinDriver USB for Linux
WinDriver USB for Linux ARM
WinDriver for Servers
WinDriver デジタル署名サービス

ライセンス

• OEM ライセンス

C# のデバッグ環境を格段に向上させる
Visual Studio 拡張機能

Windows 10 32bit および 64bit に対応
常に最新の OS をサポートし、市場に迅速に対応

WHQL 認定可能なドライバーを作成
WinDriver のカーネル モジュールが、

• サーバーまたはデスクトップ用の永久業務用

C# 用デバッグ ツール

ウィザードでハードウェアの診断とドライバ― コードを自動生成

高レベル WinDriver API

多様なライセンス オプション

• SaaS お よ び クラウド ソリュー ション用 の

xlsoft.com/xfinium/

アプリケーション

単位 : ミリ秒

300 種類以上のサンプル コード

ユーザー モードでドライバーを開発
WinDriver API を使用

処理速度の飛躍的向上

xlsoft.com/windriver/

またはクラウドに簡単に導入

評価版ダウンロード

xlsoft.com/ozcode/

すぐに利用できるアプリケーション製品も好評販売中！

PDF Reducer
PDF 圧縮ツール

PDF OCR

PDF OCR 変換ツール

PaperScan

TWAIN & WIA スキャナー ソフトウェア

無料評価版、製品の詳細はこちら ⇒ xlsoft.com/orpalis/
www.xlsoft.com
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コンテナ プラットフォーム

.NET、JavaScript 用チャート コントロール

エンタープライズ向け

1 億を超えるデータ ポイントを高精度かつリアルタイムに描画
.NET、JavaScript で膨大なデータ ポイントをグラフ化

GPU アクセラレーターや CPU などのリソースを効率的に活用し、.NET では 10 億以上、
JavaScript では最大 1 億のデータをリアルタイムに描画します。マウスやタッチで高解像度な

データ セットをインタラクティブに操作できます。

Catalyst Development

Docker Enterprise

Windows 用の TCP/IP ネットワーキング コンポーネントおよびライブラリ

Docker Enterprise は、 ア ー キ テ ク チ ャ や イ ン フ ラ を 意 識 せ ず、

Secure Sockets Layer (SSL)、Transport Layer Security (TLS)、
Secure Shell (SSH) プロトコルを使用した業界標準のセキュリティを提供

費 用 対 効 果 の 高 いア プ リ ケ ー シ ョン の 構 築、 管 理 を 支 援 す る
エンタープライズ向けのコンテナ プラットフォームです。Docker の
コンテナ プラットフォームで、レガシーとモダン アプリケーションの
配 布を自 動 化し、 オンプレミスとクラウドでの 運 用を加 速します。
Docker Enterprise には、エンタープライズ向けのサポートが含まれ
ています。

Docker Enterprise のコンテナ プラットフォーム

専門性に特化したチャート群とツールを提供

Docker ハブ

科学、エンジニアリング、医学、トレーディングを含む幅広い専門分野向けに、XY グラフ、
3D グラフ、ポーラー チャート、スミス チャートの他、.NET のアドオンである地図機能や、
信号処理向けのシグナル ツール機能を提供します。

オブジェクト内部のデータまで精密に描画

.NET のアドオンであるボリューム レンダリング機能により、容積情報をもとに 3D 投影像を

生成できます。癌の検出や動脈瘤の視覚化など、高度なデータ分析が必要不可欠なアプリケー
ションへの実装を支援します。

JavaScript ( JS) 版も発売中

30 日間無償評価版あります︕
製品名
LightningChart .NET 版
LightningChart JS 版

販売価格（税込）
¥184,470~
¥56,980~

xlsoft.com/arction/

インターネット コンポーネント

デスクトップ

開発者向け
ツール

Docker Kubernetes
サービス

イメージ
レジストリ

コンテナ
管理

ネットワーキング

統合
セキュリティ

&

ストレージ

マネージド .NET クラス
ActiveX コントロール
ダイナミック リンク ライブラリ
Visual C#
Visual C++
Visual Basic.NET
Visual Basic 6.0
Microsoft Office

dBase Plus
PowerBASIC
PowerBuilder
Clarion

その他、多数

• 主要なインターネット プロトコルに対応
• TLS 1.2、SSH を使用するセキュリティ
• パフォーマンスと信頼性
• IPv6 ネットワーク接続
• x86 および x64 Windows プラットフォームに対応

• クライアントとサーバー コンポーネント
• ロイヤリティ不要の配布
• 無償の製品アップデート (※)
• 無制限のテクニカル サポート

SocketTools 10 の主な新機能

• Windows 10 Build 1903、Windows Server 2019 をサポート
• TLS 1.2、AES 256 ビット暗号化をサポート (TLS 1.3 のサポートを含む )
• Visual Studio 2019 および .NET Framework 4.8 をサポート

製品名

Docker エンジン
価格、お見積もりはお問い合わせください。

製品の詳細はこちら ≫ xlsoft.com/docker/

デスクトップ、Web
アプリ用開発コンポーネント
.NET、/モバイル
Web/モバイル開発用コンポーネント

販売価格（税込）

SocketTools Subscription
SocketTools .NET Edition 10
SocketTools ActiveX Edition 10
SocketTools Library Edition 10

¥114,730
¥65,230
¥65,230
¥65,230

※ 購入時のバージョンに対するサービス パックとホットフィックスの提供

課題管理、コラボレーション ツール

スタートアップからエンタープライズまで、
チームのための製品
まずは無料で始めましょう。

無料で試せるアトラシアンの製品は、シームレスに連携し、セットアップも簡単です。
計画、追跡、サポート

コラボレーション

アジャイルチームの利用実績 No.1 ソフトウェア開発ツールで、世界
レベルのソフトウェアを計画、追跡、リリース。

探し出すのにかける時間を減らし、仕事を終わらせるためにもっと
時間を使いましょう。仕事の整理、ドキュメントの作成、すべての
話し合いを 1 ヶ所で行います。

キャンペーン、人事のオンボーディング、法的ドキュメントの承認や
レビュー等のビジネスプロジェクトを管理。

コード、ビルド、リリース

迅速にコラボレーションし、ビジネスの変化に対応し、優れた顧客
および従業員サービス エクスペリエンスを素早く提供

製品の詳細はこちら
22

www.xlsoft.com

コメントやプルリクエストを使用してコードでのコラボレーションを
行います。Git リポジトリを管理および共有し、チームとしてソフト
ウェアをビルドし出荷します。

xlsoft.com/atlassian
www.xlsoft.com
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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
など

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

・MS Dynamics

SaaS/NoSQL/Web API

DB

・SQL Azure

・GitHub

・Google Analytics ・Amazon SimpleDB

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
/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。

Red Carpet 年間サブスクリプション
Red Carpet 年間サブスクリプションは、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、Node.js、Python、Qt、Kotlin 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。

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。

評価版のダウンロードはこちら xlsoft.com/nsoftware/
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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
わずか 3 行のコードで PDF を作成
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"

BCL easyPDF SDK 8.0 の機能
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。

さまざまなプログラミング言語をサポート
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。

5 つの SDK で PDF アプリ開発をサポート
easyPDF Printer SDK

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。

easyPDF PDF Processor SDK

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。

Red Carpet 年間サブスクリプションには、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できる、
SFTP Drive も含まれています。

SFTP Drive

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

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
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.NET 開発

C# や VB.NET
Excel ファイルを高速操作！
SpreadsheetGear とは？

クロス プラットフォーム対応

SpreadsheetGear は、MS Excel が インスト ールさ れて い な い
環 境 で Excel ワー クブックの 読 み 込 み、 編 集、 保 存、 印 刷 を
.NET アプリケーションに実装できる .NET 向けのスプレッド シート
コンポーネントです。高速 API によるハイ パフォーマンスなアプリ

SpreadsheetGear for .NET Standard 製 品 は、 従 来 の
SpreadsheetGear 製 品で提 供される拡 張 性の高いレポート
出力、包括的なグラフ API、最速かつ完全な Excel 互換の演算処理を、
iOS、Android、Linux、macOS、UWP などのさまざまなプラット

ケーション開発を支援します。

フォームで利用できる製品です。

インストーラー開発

Windows に対応した信頼あるインストーラーの構築、
MSIX パッケージのビルドにも対応

物理、仮想、クラウドの環境向け
マルチプラットフォーム インストーラーの作成

InstallShield 2020

InstallAnywhere 2020

MSIX パッケージの準備はできていますか？
パッケージの作成、アプリの仮想化に利用されています。アジャ
イル型の開発チーム / 従 来型の開発チームが、スタンドアロン
製品や複雑なスイート製品の作成に、Windows Store や Nano
Server に導入して利用しています。

InstallAnywhere は、 単 一 のプ ロジェクト ファイル やビ ルド
環境から、オンプレミス プラットフォーム向けに信頼性の高い
インストーラーを作成します。プラットフォームは、Windows®、
Linux®、Apple®、Solaris®、AIX、HP-UX、および IBM® に対応。
既 存 および 新 規 のソフトウェア 製 品 を 仮 想およびクラウド の
インフラストラクチャーに適 用し、 Docker コンテナを作成し
ます。しかも、すべて 1 つの InstallAnywhere プロジェクトで
行うことが可能です。

- InstallShield 2020 の注目機能 -

- InstallAnywhere 2020 の注目機能 -

MSIX 変更パッケージ：
今回より InstallShield を使って、任意の MSIX パッケージの

Mac 向けアプリの公証への対応
InstallAnywhere 2020 で作成したインストーラーは、Apple の

InstallShield は、10 万を超えるアプリケーション製作者に採用
されており、EXE/MSI インストーラーの開発、アプリケーション

変更パッケージを作成することができるようになりました。

Excel ファイルの生成、出力

スプレッドシート コントロール

MS Excel を 使 わずに Excel ファイルを入 出 力できる 機 能を

Excel 互 換 のスプレッドシートによるセル の 編 集、書 式 設 定、

デスクトップ、サーバー アプリケーションに追加できます。
拡 張 性 の 高 い ASP. NET の E xcel レ ポート、 E xcel 互 換 の
グラフ出力、高速な E xcel 互 換の計算エンジンなど、多くの
機 能を利用できます。

公証サービスに準拠しています。

Java 13 のサポート
InstallAnywhere 2020 では、Java 13 をサポートします。
Java 13 VM Pack をバンドルしたインストーラーや、ターゲット
マシンの Java 13 を検知して自動で実行するインストーラーの

作成が可能になりました。

列 幅 の 変 更、コピー、貼り付け、並べ替え、シェイプの 追 加、
ウィンド ウ 枠 の 分 割、 シ ー ト の 保 護、 印 刷 な ど の 機 能 を
WinForms や WPF アプリケーションに追加できます。

Windows Store を使用した電子署名のサポート
ローカルマシン内の .pfx 証明書ファイルを署名に使 用したり、
証明書ストアを参照できるようになりました。
オープン ソース ソフトウェアの検出とリスク評価
InstallAnywhere が OSS の潜在的な脆弱性に対する防衛の最
前線となります。自動化された高速スキャン 1 回でプロジェクト
内の OSS コンポーネントを特定します。OSS のライセンス義務
を確認して、製品出荷の判断ができます。

高速 API による演算処理
100% セ ーフ な .NET マ ネ ー ジ コ ード に よ る セ キュリ ティ
と 高 速 な 処 理 パ フォ ー マ ン ス、Excel VBA や COM 開 発 者
に とって 使 い や す い API は Excel OLE か ら の 乗 り 換 え に も
最適です。製品をご利用のお客様からは「20 分の処理がわずか
4 秒になった」、などの報告も届いています。

さまざまなソリューションの 提 案
•
•
•

MS Excel をインストールせずにプログラムで操作したい
アプリケーションにスプレッドシート機能を追加したい
既存システムの Excel の出力パフォーマンスを改善したい

30 日間無償体験版提供中
製品名

ライセンス、価格、体験版はこちら

xlsoft.com/spreadsheetgear/

SpreadsheetGear for .NET Framework
SpreadsheetGear for .NET Standard
SpreadsheetGear Bundle

販売価格（税込）
¥146,300
¥146,300
¥204,820

※製 品 には、1 年 間 のメール サ ポートと 無 償 アップグレ ードが 含 ま れ ま す。
※再配布 ( サーバーを含む ) ライセンスは不要です ( 詳細はお問い合わせください)。

MSIX コアのサポート：
InstallShield 2020 R1 より、Windows 7 および Windows 10 の
古いバージョン (1709 以前) をターゲットとする MSIX パッケージを

作成およびインストールすることができます。さらに、サポート
されているすべてのプラットフォームに MSIX パッケージをイン
ストールする単一のスイート インストーラーを作成することも
可能です。
ピュア 64 ビット インストーラー：
2020 R1 より、基 本の MSI プロジェクト
およびスイート プロジェクトで 64 ビット
ランチャーを使ったインストーラーを作成
することができます。

AWS CloudHSM ベースのデジタル署名をサポート：
InstallShield を使って、AWS CloudHSM ベースのデジタル署名を

使ってインストーラーにデジタル署名を行うことができます。

高度なアップグレード機能
アップグレード、保守、インスタンス管理の機能を組み合わせて
使用できるインストーラーを作成します。インスタンスを複数使
用するマシンでは、どのインスタンスでどの処理 (既存バージョン
のアップグレード、保守の実行による機能の追加 / 削除) を実行
するかを選択します。

InstallShield、InstallAnywhere、Flexera のロゴは米国 Flexera Software Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。InstallShield 輸入販売代理店 : 株式会社ネットワールド
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セキュリティ

ZIP ベースの

データ セキュリティ

SecureZIP

PDF 開発

開発者向けの PDF 関連ソリューション
ActivePDF は、ソフトウェア 開 発 者、
SIer、企業の IT 部門向けに、サーバー
環 境 で プ ロ グ ラム か ら 動 的 に PDF
の 作成や 編 集 などの 操 作 を可 能に
す る ラ イ ブ ラ リ を 提 供 して い ま す。
こ れ ま で に 90 以 上 の 国 や 地 域 で、

300,000 以 上のライセンスを販 売して
おり、日本国内でも、医療関連、金融機関、

データ センター ソリューション

クラウド ソリューション

仮想化ソリューション

SecureZIP が提供するデータ セキュリティ ソリューションは、データ センターにおける肥大化するデータ量の問題を

解決し、クラウド上のデータ保護の要件に対応いたします。
IBM メインフレームから UNIX/Windows サーバー、Windows デスクトップ、モバイル OS まで主要なクロスプラット
フォームに対応し、データの保存と移動の両局面においてデータの機密性、安全性を確保し、インフラに依存しない
データ セキュリティを実現します。通信経路の暗号化は不要です。
データ セキュリティ ソフトウェア

SecureZIP は、PKZIP のすべての機能を備え、さらに強度なセキュリティ機能を提供します。
データに対する圧縮、アーカイブ、暗号化、認証を SecureZIP 一つで実現するデータ セキュリティ

ソリューションです。
SecureZIP の暗号化機能は、FIPS 140-2 に準拠した AES などの強度な暗号化アルゴリズム、
SHA-2 ハッシュアルゴリズムを採用し、PCI DSS などのコンプライアンスにも対応可能です。

データ圧縮ソフトウェア

は、業界最高レベルの圧縮技術で、最大 95% ファイル サイズを圧縮し、ファイル転
送時間を短縮し、必要なストレージ スペースを節約できる圧縮解凍ソリューションです。
PKZIP は、メインフレームからサーバー、デスクトップまですべての主要なプラットフォーム
向けにデータ圧縮ソリューションを提供します。 ZIP 形式は、世界中で幅広く活用されている
ので、組織内に関わらず、社外のパートナーや顧客と簡単にデータ交換が可能です。

データ暗号化と鍵管理

Smartcrypt は、データの移動と保存の両方でデータを保護し、社外にデータが移動する場合で

PKZIP

もデータを保護する画期的なソリューションを提供します。煩わしい鍵の生成、同期化、交換な
どのタスクを自動化することで、エンドユーザーには暗号化の処理を見える化し、管理者には
組織内の暗号化操作を一元管理する仕組みを提供し、GDPR などのコンプライアンスへの準拠
を容易に実現します。

Windows でパスワード付き暗号化 ZIP ファイルの作成
Windows Server 2003 や Windows XP では ZIP ファイルにパスワードを付ける機能が標準で搭載されていました。
Windows 10、8.1、8、7、Server 2019 では、ZIP ファイルの作成機能はありますが、パスワード暗号化機能が削除されています。
そのため、Windows XP や Windows Server 2003 から Windows 10 や Windows Server 2019 など最新の Windows OS へ移行
する際には、パスワード暗号化機能を持つシンプルな ZIP ツール SecureZIP/PKZIP を是非お試しください。
製品名
PKZIP for Windows Desktop v14.2 日本語版
SecureZIP for Windows Desktop v14.2 日本語版
SecureZIP for Mac
SecureZIP/PKZIP for Windows Server
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Solaris
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server HP-UX
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server IBM AIX
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Linux
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対応プラットフォーム
Windows 8、8.1 および 10
Windows 8、8.1 および 10
Mac OS X 10.9 またはそれ以降
Windows Server 2012、2012 R2、2016 、2019
Microsoft Windows 8.1 および 10
Solaris 10 またはそれ以降 (UltraSparc または x86 プロセッサ )
HP-UX 11i V2 またはそれ以降 (Itanium)
AIX 6L Version 6.1 またはそれ以降、AIX 7L Version 7.1 またはそれ以降
RedHat 5 またはそれ以降、SUSE Linux Enterprise Server 10 またはそれ以降、Ubuntu 10.04 またはそれ以降

SecureZIP/PKZIP for i5/OS

IBM がサポートする IBM i

SecureZIP/PKZIP for Linux on System z
SecureZIP/PKZIP for z/OS
SecureZIP Reader for iOS
SecureZIP Reader for Android
Smartcrypt

RHEL4 まはた 5、SUSE Linux Enterprise Server 10 または 11
IBM がサポートする z/OS およびハードウェア
iOS 9.0 またはそれ以降 (iPhone、iPod touch、および iPad 互換)
Android 4.1 以上
上記 PKZIP と SecureZIP がサポートする対応プラットフォーム

www.xlsoft.com

販売価格 (税込 )
¥5,225
¥7,150
¥10,725

教育機関、官公庁、大手通信企業様など、
様々な業種のお客様に採用いただいて
おります。

ActivePDF の開発者向け PDF 関連ソリューション

Toolkit [.NET/COM API]

新規 PDF 作成、既存の PDF 編集用の開発ツールキット。
セキュリティ、ヘッダー / フッター、コメント、しおり、フィー
ルドの追加、ページの結合 / 抽出 / 分割、画像や文字列の
貼り付け等の機能を提供しています。画像形式から PDF
への変換機能も提供。

Server

DocConverter [ソリューション＆API]

Word、Excel、PowerPoint フ ァ イ ル、 画 像 フ ァ イ ル、
CAD ファイルのドラッグ＆ドロップによる PDF への変換
機能 (フォルダー監視機能 ) と、プログラムから PDF 変換
機能を提供する .NET/COM API を提供。PDF を画像形
式に変換する機能も提供。

WebGrabber

ウェブアプリから PDF 出力

HTML から PDF への変換
[.NET/COM API]

[.NET/COM API]

変換元の拡張子ごとに設定 (印刷不可など)
を変更できる点が良いですね。

PDF の変換処理も非常に高速かつ多機能で、

要件を満たせました。

Meridian

ネットワーク PDF プリンター
[ ソリューション＆ API]

帳票出力モジュールとしても、プリンター
としても、両方使えるツールです。

SAP 製品との組合せで稼 働できた点が

良い。レスポンスも問題なく、安定稼 働
しています。

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
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
無償
無償
お問い合わせ

価格と PDF の編集をプログラムから行える
点が良い。PDF ファイルの上書き加工で
使用しています。

HTML 形式のレポートを PDF に出力して

います。期待通りの導入コスト、出力結果
で満足しています。

製品の詳細、無償評価版はこちら xlsoft.com/activepdf/
www.xlsoft.com
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画像処理ソリューション

アプリケーション高速化のための開発ツール

インテル® oneAPI ベース ・ ツールキットの主要なコンポーネント

バーコード認識、画像処理、PDF 処理の
アプリケーションを簡単に開発できます。
サーバーおよびデスクトップ上で優れたパフォーマンスを提供

・インテル® DPC++/C++ コンパイラー

・インテル® Advisor

oneAPI データ並列 C++ (DPC++) は、現在の ISO C++ 言語仕様に対応し、
新たにクロノス・グループの SYCL* 仕様をサポートします。DPC++ は
CPU、GPU、FPGA 向けにデータ並列機能を定義し、デバイス上で
実現する方法を提供するプログラミング言語です。

実行されたコードを分析し、ベクトル化、マルチスレッド化、あるいは
アクセラレーターへのオフロードの観点から、ループやソースコード
行単位で性能向上の可能性を指摘します。

インテル® DPC++/C++ コンパイラーは、DPC++ や OpenMP* を用いて
記述されたソースコードから、インテルの CPU、GPU あるいは FPGA
を用いる最適化されたバイナリーを生成できます。

・インテル® DPC++ 互換性ツール
CUDA* を用いて記述されたコードの DPC++ への移行を支援します。

表示 ＆ 注釈

変換 ＆ 圧縮

バーコード

ドキュメントおよび画像

ドキュメントおよび画像

作成および認識

OCR、ICR & MICR

・さまざまな分野向けのパフォーマンス・ライブラリー

・インテル® VTune™ プロファイラー
CPU や GPU、FPGA 上でのコードの動作を分析し、多くの時間を費や
した部分や性能向上を妨げる要素を、関数やループ、ソースコード行単
位まで特定できます。また時系列上で各 CPU コア同士やアクセラレー
ターがどの程度並列に動作していたかを表示します。

・GDB* 向けインテル® ディストリビューション
DPC++、C/C++、Fortran で書かれた CPU や GPU 向けのコードをデバッグ
できるよう拡張された GNU* デバッガー (GDB*) です。

フルページおよび領域

インテル® oneAPI ベース & HPC ツールキットで追加されるコンポーネント
画像クリーンアップ

フォーム処理

モバイル

医用画像

2 値およびカラー

フォームからテキスト抽出

開発とすぐに利用できる製品

DICOM

画像ライブラリ、表示ソリューションを提供する開発ツール製品
◆ 金融、法務、医療・ヘルスケア、物流、官公庁などで広く利用されています。

・インテル® C++/Fortran コンパイラー・クラシック

・インテル® MPI ライブラリー

最新の C/C++、Fortran 言語規格に対応し、優れた最適化と SIMD ベクトル化、
OpenMP* 5.0 並列プログラミング・モデルの活用により、インテル®
プロセッサーの性能を最大限に引き出せるように最適化されたバイナリー
を生成できます。

インテル® アーキテクチャー・ベースのクラスター向けに最適化された、
MPI-1.3、MPI-2.2、MPI-3.1 規格に準拠するスレッドセーフな MPI ライ
ブラリーです。Inﬁniband*、iWARP、TCP/IP および AWS* 上の EFA
など複数のインターコネクト・ファブリックに対応し、単一 PC から大規
模なクラスターでの実行にまでスケールできます。

・ベータ版インテル® Fortran コンパイラー
次世代のインテル® Fortran コンパイラーの先行公開版として、インテルの
GPU 向けに OpenMP* による演算処理のオフロード機能を提供します。

Barcode Xpress

バーコード認識 / 作成 SDK
画像上の 1 次元および 2 次元バーコードを認識

わずか数行のコードで 30 種類以上のバーコードを
正確かつ高速に検出し、データを読み取ります。
Windows、Linux、Android/iOS に対応

・インテル® Inspector
OpenMP* などによるマルチスレッド化の際に入り込む可能性がある、
データ競合やメモリーリークなどの再現と原因箇所の特定が難しい問題を、
実行されたコードから検出するツールです。

・インテル® Trace Analyzer & Collector
インテル® MPI による通信を利用する並列プログラムについて、通信と
計算処理の割合や並列実行効率などの性能面と、データ型 / サイズの
不一致やデッドロックなどの動作面の問題を検証できるトレース・ライ
ブラリー、およびトレース結果の数値や時系列情報の可視化ツールです。

・インテル® Cluster Checker (Linux* のみ)
クラスターシステムを診断し、最良の状態に保つことを支援します。

ImagXpress

高速ハイレベル画像処理 SDK
パフォーマンスを最適化した画像処理ツール

PDF Xpress

PDF および PDF/A 開発 SDK
フル機能の PDF 機能を簡単に実装

PrizmDoc Viewer

サーバーベースの高速ドキュメント ビューアー
PDF、CAD、Oﬃce 文書をブラウザーで表示

編集、変換、カラー調整などの豊富な画像処理機能、
サムネイル、注釈付きのビューアーを簡単に実装可能。
TWAIN スキャン、印刷機能を提 供。

アップグレード ・ プロモーション実施中
インテル® oneAPI ベース & HPC ツールキットは、従来製品であるインテル® Parallel Studio XE の後継
ファイル作成、編集、テキストと画像の抽出、
標準 PDF セキュリティなどの PDF 機能を簡単に実装。
強力な PDF レンダリング ソリューションでアプリ開発。

の方向けに、特別価格でサポートサービス期間の更新とインテル® oneAPI ベース & HPC ツールキット
などへのアップグレードができる、アップグレード・プロモーション製品を販売しています。
詳細はお問い合わせください。

カスタマイズ可能なドキュメント ビューアー
墨消し、注釈、検索、署名などの強力なツールを装備
Linux および Windows サーバー対応。

画像クリーンアップ、ICR/OCR 認識、フォーム認識、
モバイル製品など多数の開発ツールを取り揃えています。

無料評価版および Accusoft 社製品の詳細 >>

バージョンに相当します。インテル® Parallel Studio XE Composer Edition および個別の製品をお持ち

xlsoft.com/accusoft/

製品詳細、 その他ツールの
情報はこちらから

セミナー開催情報は
こちらから

www.xlsoft.com/intel

www.xlsoft.com/intel/seminar

※ Accusoft 社の開発製品は、開発者ライセンスと配布ライセンスが必要になります。詳細は、Web ページをご参照ください。

インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンス / 最適化に関する詳細は、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice（英語）を参照してください。
Intel、インテル、Intel ロゴ、VTune は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
© 2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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03

.NET、Java 開発

インテル® oneAPI
ツールキット

インテル® Parallel Studio XE が新しくなりました

Word、Excel、PDF、PowerPoint を
生成、編集、変換、出力できる API ライブラリ

.NET、Java & C++

インテル® oneAPI ツールキットは、インテル社製の CPU や GPU、FPGA など、クロスアーキテクチャー・
プログラミングに対応する開発ツールです。これまでの インテル® Parallel Studio XE のコンパイラーや
解析ツールを含むツールキットや、インテル® System Studio の後継にあたるツールキットに加え、レンダリング・
ツールキットが提供されます。
インテル社製の CPU、GPU、FPGA から最大限に性能を引き出したい開発者向けに、生産性と効率の良い
ヘテロジニアス・プログラミングを支援します。
インテル® oneAPI ツールキットには、ベース・ツールキット、および用途ごと (HPC、IoT、レンダリング) の
ニーズに対応する専門的なツールを加えた計 4 つの構成があります。 ほとんどのツールは Windows* と
Linux* の各 OS 向けにサポートされています。

ベース・ツールキット

02

oneAPI から新しく追加されたデータ並列 C++ コンパイラーとパフォーマンス・ライブラ
リー、それらにより高速化される Python* 実行環境、およびアプリケーションの性能解析
ツールが含まれます。1 つのプログラミング・モデルで複数のアーキテクチャー (インテルの
C P U、G P U、F P GA ) に わたって高いパフォーマンスを発 揮できるコードの 開 発 を
支援します。

ベース
&
HPC ツールキット

ベース・ツールキットの内容に加えて、これまでの C/C++ および Fortran コンパイラーと、
最適化された MPI ライブラリーを含む MPI アプリケーション開発ツールが含まれます。
単一の PC からクラスターシステムまで、様々なプラットフォーム向けに継続してコードを
最適化できます。
従来製品であるインテル® Parallel Studio XE の後継バージョンに相当します。

ベース
&
IoT ツールキット

ベース・ツールキットの内容に加えて、C/C++ コンパイラー、Eclipse IDE や Yocto Project*
向け Linux* カーネル・ビルド・ツール、IoT 接続ツールが含まれ、スマートなコネクテッド・
デバイスを構成する優れた IoT アプリケーションの開発を支援します。
従来製品であるインテル® System Studio の後継バージョンに相当します。

ベース
&
レンダリング・
ツールキット

ベース・ツールキットの内容に加えて、インテルが提供する CPU と将来の GPU 向けに最適化
されたレンダリング・ツールとライブラリーにより、優れたビジュアライゼーション・アプリケー
ションやソリューションの開発を支援します。

www.xlsoft.com

Aspose.Words

Aspose.Cells

ションから生成、編集、変換、出力できます。

の生成、編集、変換、出力を可能にします。

Microsoft Word を使用することなく、Word
文書 (DOC、DOCX、RTF など ) をアプリケー

Microsoft Excel をインストールすることなく
Excel スプレッドシート (XLS、XLSX、ODS など )

Aspose.PDF

Aspose.Slides

の生成、編集、変換、セキュリティ設定が可能。
実行環境に Adobe Acrobat は必要ありません。

の読み込み、書き出し、操作を可能にします。

PDF ファイル形式 (PDF、PDF/A、XPS など )

Microsoft PowerPoint 互換の PowerPoint
プレゼンテーション (PPT、PPTX、ODP など )

Aspose.Email

Aspose.Imaging

一般的な Outlook 形式 (MSG、PST など ) や
通信プロトコル (SMTP、IMAP など) を使用した
メールを生成、編集、変換できます。

製品名
Aspose.Total (バンドル製品) 年間サブスクリプション付き
Aspose.Words/Cells/PDF (各製品共通 ) 年間サブスクリプション付き
Aspose.Slides/Email ( 各製品共通 ) 年間サブスクリプション付き
Aspose.Imaging 年間サブスクリプション付き
※上記の価格は、.NET 版、Java 版、C++ 版で共通です。

詳しくは Web サイトで

JPEG、TIFF、PNG、EMF、PSD をはじめとする

画像形式ファイルの生成、描画、操作、変換、
PDF 出力を可能にします。

販売価格
（税込）
¥461,780~
¥153,780~
¥122,980~
¥61,380~

30 日間無償体験版あります

xlsoft.com/aspose/
www.xlsoft.com
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TestComplete
GUI テスト 自動化ツール

インテル® oneAPI 発売！
新しいインテル コンパイラー

特長

• デスクトップ、Web、モバイル アプリの GUI テストを自動化
• コードを書かずにテスト シナリオを作成

ZIP ベースでシンプルなデータ暗号化でセキュリティを強化 [ 04 ]

• スクリーンショットの自動取得
• マルチ ブラウザー対応
• 国内 280 社以上の導入実績

高速で軽量な AR SDK でモバイル アプリに AR エンジンを実装

利用シーン

• オブジェクト (コントロールなど) のプロパティ、メソッド情報

• 繰り返し行うテスト
• エビデンス取得作業の効率化 / 取得漏れの防止

• 記録時と再生時に自動でスクリーンショットを取得
• Microsoft Excel やデータベースなど、外部のデータソースから
値を取得して、テストの中で利用可能なデータドリブン機能

• バッチ処理によるテストの実行

サーバー上で動的に PDF 生成、編集が可能な .NET ライブラリ [ 25 ]

• テストのバラつきの解消
• CI 環境におけるテスト自動化
• 複数の OS / ブラウザーの組合せテストの効率化

バーコード認識、画像処理、PDF 処理機能を簡単に実装可能 [ 26 ]

• Windows 10 機能更新プログラムの追従テスト

• クロス ブラウザー テスト

• 業務自動化 (RPA) ツールとして利用

• 遅延、待機処理
• 条件分岐、ループ処理

お客様の声

• スクリーンショットを含む詳細なテスト ログの出力

主要なすべての形式に対応したファイル操作 API の決定版 [ 27 ]

「GUI テストの工数を 50% 以下に削減」

• Jenkins からテストを自動実行

[ 10 ]

.NET で Excel ファイルを高速操作できるイチ推しの開発ツール [ 24 ]

主な機能
を取得

[ 02 ]

株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 様

• JIRA や Git との連携で、アジャイル開発にも対応
• テスト中のビデオ録画機能
その他機能や、
機能の詳細は弊社 Web サイトをご参照ください。

評価版の取得、製品価格はこちら

xlsoft.com/smartbear/

GUI テスト自動化と API テスト自動化で回帰テストを効率化 [ 28 ]

「一年で 1,600 万円のコストの削減を実現」
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 様

「回帰テストで大幅な工数削減を実現」
ウイングアーク 1st 株式会社 様

注目の新製品
NEW

[ 14 ]

API 機能テスト自動化ツール、API デザインとドキュメント化

SwaggerHub - API 構築を共同で作業

• REST、SOAP、その他主な API と IoT プロトコルの機能テスト
• GUI ベースでテスト対象を設定、コーディングなしで、テストを実行可能

Swagger を使った API の設計とドキュメント化のためのプラットフォーム。
API ライフ サイクル 全 体 に 渡って チ ーム 全 体 に 適 切 な ツール を 確 実 に

• 複数の負荷シナリオを同時実行可能、様々な条件でのパフォーマンス確認

提供します。
• コラボレーティブなデザイン
• インタラクティブなドキュメント
• Swagger ベースの API を簡単に検索できるレジストリ

〒 108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

利用しているネットワーク監視ソフトウェアです。無料評価版あります。

NEW

ReadyAPI Test - API 機能テスト ツール

ReadyAPI Performance - API 負荷テスト ツール

PRTG Network Monitor は 170 以上の国の 20 万人以上のシステム管理者が

エクセルソフト最新情報はこちら >>

TEL : 03-5440-7875 FAX : 03-5440-7876 E-mail : xlsoftkk@xlsoft.com

[ 14 ]

NEW

コード不要、誰でも簡単にデータ変換と機械学習による予測分析、
データ可視化を可能にするデータ アナリティクス ツール

[ 15 ]

Web やモバイルアプリのインタラクティブなプロトタイプを

ドラッグ アンド ドロップでコーディングなしで簡単にデザイン！

エクセルソフトの海外ソフトウェア購入代行サービス
通常の取り扱い製品以外にも、海外のさまざまな開発ツールの購入や契約をお手伝いいたします。

XLsoft のロゴ、XLsoft は XLsoft Corporation の商標です。その他の社名、製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。 ※本カタログに記載された内容は、事前の予告なく変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
©2021 XLsoft Corporation.

01XLS2021

xlsoft.com/daiko/

