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エクセルソフト総合カタログ

GUI テスト 自動化ツール
自動化でテストの工数削減と網羅率をアップ！ 回帰テストの効率化でデグレを防ぐ

C/C++、Fortran、Python* コードを高速化

TestComplete の特長

・ 座標に依存しないオブジェクト認識機能で、テストの再利用性が向上
・ スクリプトを使用せずに GUI でテストを作成
・ 画像、プロパティ値、グリッド、DB の検証機能
提供される機能
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

対象のアプリケーション

デスクトップ、Web、モバイル アプリ の GUI テストの自動化
オブジェクト (コントロールなど) のプロパティ、
メソッド情報を取得
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
イメージベースのテスト シナリオの作成機能
サードパーティ製コントロールのサポート
バッチ処理によるテストの実行
クロスブラウザーに対応
遅延、待機処理
条件分岐、ループ処理
スクリーンショットを含む詳細なテスト ログの出力
Jenkins からテストを自動実行
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
Xamarin.Forms 対応

• Win32/64bit
• .NET
• WPF

30 日間無料評価版提供中

• Android / iOS
• HTML5
• Flex、Flash など

ZIP ベースでシンプルなデータ暗号化

「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

TestComplete
TestComplete
TestComplete
TestComplete

製品名
Platform
Desktop モジュール
Web モジュール
Mobile モジュール

NEW

販売価格（税抜）
¥168,000
¥168,000
¥168,000
¥218,000

Office ファイルを操作できる .NET、Java API

[ 27 ]

GUI テスト自動化と API テスト自動化ツール

[ 28 ]

モバイル アプリケーション向けに高度な

NEW

AR (拡張現実)
AR SDK

Java アプリ開発中の再ビルドや再デプロイのストレス解消

[ 15 ] エンタープライズ ユーザーにおすすめの開発支援ツール

NEW

100% ロイヤリティ フリーのオールインワン画像処理ツール

[ 15 ] 画像、PDF、バーコード、OCR 機能を提供

REST API、SOAP API の機能テスト / 負荷テスト ツール ◆
API 負荷テスト ツール

• REST、SOAP、その他主な API と IoT プロトコルの機能テスト ツール
• Windows、Linux、MacOS のマルチプラットフォームに対応。
• Swagger、OAS 3.0 から直接テストを作成可能。
• 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。
• JSON、XML でレスポンスを取得でき、結果に対するチェック機能も提供。

[ 25 ]

[ 14 ] エンジンを提供するクロスプラットフォーム対応の

国内 220 社以上の導入実績。 製造業、 IT 、 金融、 官公庁などの幅広い分野で採用され、
テスト以外にも業務自動化の目的でも活用されています。

API 機能テスト ツール

PDF をプログラムから扱うためのライブラリ

注目の新製品

※ 上記価格はノードロック ライセンスの価格です。

◆

[5]

C#、VB.NET で Excel ファイルを高速出力！ [ 24 ]

お客様の声

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。

xlsoft.com/smartbear/

• Java
• Delphi
• C++ Builder

好 評 の 人 気 製 品

・ キャプチャ & リプレイ機能でキー操作、マウス操作を記録 / 再生
・ ひとつのツールで、デスクトップ、Web、モバイル アプリに対応

[2]

• 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

NEW

ドローンで取得したデータの三次元化から詳細な解析までを

[ 17 ] 一貫して行える測量向けの総合プラットフォーム

サービス仮想化ツール
• HTTP, REST, SOAP, JMS, JDBC など主要なプロトコルをサポート

エクセルソフト最新情報はこちら >>

〒 108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F
TEL: 03-5440-7875 FAX : 03-5440-7876 E-mail: xlsoftkk@xlsoft.com

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。
Copyright ©2018 XLsoft Corporation.

08XLS2018

海外ソフトウェア製品の購入代行サービス
エクセルソフトでは、お客様が必要とされる世界中のあらゆるメーカーのソフトウェア製品の購入をお手伝いします。
30 年の豊富な実績により、お客様の要件を満たす製品をお探しすることもできます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

xlsoft.com/daiko/

.NET、Java 開発

Office、PDF ファイルの読み込み、生成、変換、印刷、書き出し
無償体験版あります

.NET、Java プラットフォーム 上で、Word、Excel、PDF、PowerPoint、Outlook、
その他 100 種類以上のファイル形式を操作できるアプリケーション開発コンポーネント

Aspose.Words

Aspose.Cells

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

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 )

の生成、編集、変換、出力を可能にします。

ションから生成、編集、変換、出力できます。

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。

Aspose.Email

Aspose.BarCode

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。

Code128、PDF417、Postnet などを含む一次元、

製品名
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製品の詳細は
こちらから

セミナー開催情報は
こちらから

xlsoft.com/intel/

xlsoft.com/intel/seminar/

www.xlsoft.com

の読み込み、書き出し、操作を可能にします。

Aspose.Total Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.Words Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.Cells Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.PDF Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.Slides Developer Small Business Subscription 付きライセンス

二次元バーコードを生成、認識できます。
さまざまな画像とのファイル形式変換にも対応。

販売価格
（税抜）
¥419,800
¥139,800
¥139,800
¥139,800
¥111,800

※上記の価格は、.NET 版、 Java 版共通です。

詳しくは Web サイトで

xlsoft.com/aspose/
www.xlsoft.com
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アプリケーション高速化のための開発ツール

開発のニーズにあわせて選べる 3 種類のエディション

Composer Edition

高速化のための C/C++、 Fortran コンパイラー、 ライブラリー、 Python* 実行環境

Professional Edition

Composer Edition + 解析ツール

Cluster Edition

Professional Edition + MPI ライブラリー、 MPI アプリケーション解析ツール

高速化のための C/C++、 Fortran コンパイラー
マルチコア/メニーコア ・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します。
最新のインテル® プラットフォーム上で最新の C++ および Fortran の言語標準規格を実装します。 開発者は、優れた最適化と SIMD ベクトル化、
最適化済みのライブラリーとの統合、 最新の OpenMP* 5.0 並列プログラミング ・ モデルの活用により、 アプリケーションのパフォーマンスを
向上できます。
Microsoft* Visual Studio*、 Eclipse* への統合機能により、 慣れ親しんだ環境で開発を行うことができます。
また、 インテル® アー キテクチ ャー向けに 最 適 化さ れ た Python* 実行 環 境 であ る、 インテル® Distribution for Python* を同梱。 NumPy*、
SciPy*、 pandas、 scikit-learn、 Jupyter、 matplotlib、 および mpi4py をすべて含む Python* パッケージに加え、 インテルの強力なライブラリー
群を一括でインストールでき、 Python* でも対応した演算ではネイティブコードに近いパフォーマンスを達成することが可能になります。

サポートされる並列プログラミング ・ モデル
マルチスレッドによる並列実行
コンパイラーのサポート

自動
並列化
自動
ベクトル化

マルチプロセスによる並列実行

ライブラリー

インテル® TBB

(マルチスレッド ・ ライブラリー)

OpenMP*

インテル® IPP

インテル® MKL

(数値演算ライブラリー)

(画像処理ライブラリー )

+

インテル® MPI
ライブラリー

(Cluster Edition にのみ
含まれています )

ベクトル化 （SIMD 命令の活用）

高速化、 信頼性の向上を実現する解析ツール
• 数クリックの みでパフォーマンス問題の原因を 特定できるインテル® VTune™
Amplifier。 C/C++、 C#、 Fortran、 Python*、 Go*、 Java*、 OpenCL* および
それらの言語が混合したコードの解析に対応。 また、 MPI、 CPU、 FPU、 メモリー
の使用状況を表示するパフォーマンス ・ スナップショット機能を使用してコード
の高速化の可能性を素早く特定することができます。
• メモリーリーク、 メモリー破壊やデータ競合、 デッドロックなど、 メモリーエラー
およびマルチスレッド ・ エラーを動的に検出する インテル® Inspector。
• C/C++、 C#、 For tran 言語で利用できる ベクトル 化、 マル チスレッド化アド
バイザー、 インテル® Advisor。 ベクトル 化、 マル チスレッド化を行うことで、
パフォーマンスが向上する可能性の高い領域を検出し、 効果を予測します。

ルーフライン解析により、 パフォーマンスへの影響が大きく、 最適化が
不十分であるループを特定することができます。

ハイパフォーマンスでスケーラブルなクラスター向けアプリケーション開発を支援
• MPI-1.3、 MPI-2.2、 MPI-3.1 標準規格に準拠する、 インテル® MPI ライブラリー。 Infiniband*、 Myrinet*、 iWARP、 TCP/IP などの広範な
インターコネクト ・ ファブリックに対応し、 インテル® アーキテクチャー ・ ベースのクラスター上で、 アプリケーションのパフォーマンスを最大限に
引き出します。
• MPI 通信によるパフォーマンスの問題となる個所を素早く発見することができる、インテル® Trace Analyzer & Collector。 MPI コードのデッドロック、
データ破損、 または MPI パラメーター、 データ型などのエラーを検出することもできます。

www.xlsoft.com
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PDF 開発

メディア、組込み向け開発ツール

高速で高品質なビデオ ・ トランスコードを実現

セキュリティや結合などの PDF の操作・編集

高速で高密度のビデオ・トランスコードの開発と、 最新のインテル®
Xeon® プロセッサーおよびインテル® Core™ プロセッサー ・ ベースの
プラットフォーム上で革新的な臨場感のある視聴体験を実現します。

ドキュメント管理システムで使用する PDF のセキュリティ、ファイルの
結合、認証印、タイムスタンプ、
「社外秘」
「禁複写」などの文字列や
会社ロゴの追加に最適。

ActivePDF Toolkit の主な機能

• エンタープ ライズ 品質のビデ オコーデ ック (H.265/HEVC、 H.264/AVC、 MPEG-2、
VC-1、 MVC、 MJPEG) を提供
• 360 度ビデオや 4K/60fps のリアルタイム HEVC エンコードに対応したバーチャル ・
リアリティーを含む、 魅力的な視聴体験を実現
• エンコードされたビデオ ・ ストリームを複 数の画質評価指標を使用してグラフィカルに
分析することで、 画質の劣化状況を素早く把握可能なビデオ品質測定ツール

マルチコア環境でスケーリングを制限する要因や、内蔵 GPU
のボトルネックを特定することができます。

組込み/IoT ソリューションを迅速に開発

インテル®

System Studio

• クラウドコネクターとセンサー ・ ライブラリーを含む新しい IoT 接続ツールによりイノベー
ションを支援
• USB 接続を介した JTAG ベースのデバッグとトレースにより、 製品ハードウェア上での
組込みソフトウェアのデバッグを低コストに実現可能

www.xlsoft.com

- しおりの作成

- ページの追加と抽出

- ヘッダー / フッターの追加

- 画像の貼り付け

- スティッチ機能

- 文字列の追加

- 表示方法の設定

- フォームへの入力

- ページ向きの変更

- フォームの値の取得

- バーコードの追加

// セキュリティ設定

oTK.EncryptPDF (5, strPath + "PDF.pdf", strPath +

"Encry pted.pdf", "UserPassword", "OwnerPassword",
true, true, false, false, true, false, true, true);

// オブジェクトのリリース
oTK.Dispose();

ブラウザ ベースの PDF ビューアー / エディター
Reader Plus は、デスクトップ クライアントのブラウザーからアクセスで
きるサーバーサイドの PDF ビューアー／エディター ツールです。クライア
ント マシンに新たなソフトウェアのインストールは不要で、既存のウェブ
アプリケーションにインタラクティブな PDF 機能を簡単に追加できます。
Reader Plus は、高い文書セキュリティを維持しながら、クラウド内で
オブジェクトの編集機能を含む豊富な PDF 機能を高品質で提供します。

変換時にセキュリティやヘッダー /
フッターの追加、変換後にメール
送信も可能です。
ま た、PDF か ら Word、Excel、
HTML、画像ファイルへの変換機
能も提供しています。

• 電力動作を解析してシステムの消費電力を軽減し、 ネットワーク、 デバイス、 リモートシステム
にわたってパフォーマンス ・ ボトルネックを特定

04

- セキュリティ設定

APToolkitNET.Toolkit oTK = new APToolkitNET.Toolkit();

1 つのコールで PDF への変換が可能な API も提供しており、アプリケーションに
PDF への変換機能を組み込むこともできます。

• 最新のインテル® プロセッサーにおいて、 インテル® AV X-512 命令を利用してコードと
システム ・ パフォーマンスを最 適化し、 新しいデータ解 析ライブラリーによりエッジの
解析処理をスピードアップ

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、 Intel Core、 Iris、 Xeon、 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 の商標です。
© 2018 Intel Corporation. 無断での引用、 転載を禁じます。

PDF ファイルにセキュリティを設定するコード例 (C#)

サ ー バ ー ベ ース の PDF 変 換 パ ッ ケ ー ジ の ActivePDF DocConverter は、
Microsoft Word、Excel、Powerpoint など、280 以上のファイル形式をサポート
しています。監視フォルダ機能により、対応しているファイルをドラッグ & ドロップ
で PDF に変換することが可能です。

• 組込み向け OS に対応したインテル® C/C++ コンパイラーや、 最適化済みの数値演算、
画像処理、マルチスレッド ・ ライブラリーにより、 開発期間を短縮

xlsoft.com/intel/system/

以上のライセンスを販売しています。日本国内でも、医療関連、
金融機関、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。

Microsoft Office や様々なファイル形式の PDF 変換

システム /IoT アプリケーションのパフォーマンスと電力効率を向上し、
システムの信頼性の強化を支援する開発ツールスイートです。

製品詳細はこちら

ActivePDF は、これまでに 90 以上の国や地域で、300,000

// オブジェクトのインスタンス化

• インテル® Iris® グラフィックス、 インテル® Iris® Pro グラフィックス、 インテル® HD グラ
フィックス搭載のインテル® Xeon® プロセッサー E3 プラットフォームおよびインテル®
Core™ プロセッサー ・ ベースのプラットフォーム上でインテル® クイック ・ シンク ・ ビデオを
利用して、 優れたパフォーマンスと密度を実現

xlsoft.com/intel/media/

PDF 処理機能のプログラミングを

可能にする柔軟性の高いライブラリ

インテル®
Media Server Studio

製品詳細はこちら

PDF の作成 // 変換 // 編集 // 表示 // 抽出 // 自動化

システム全体から CPU、GPU、スレッド、キャッシュミス、
I/O 帯域幅などのデータを収集し、パフォーマンス向上に
つながる箇所を特定することができます。

既存アプリからの

PDF 出力

サーバー ベースの印刷機能を持つ既存のビジネス アプ
リケーションに PDF への出力機能を追加できます。
出力ファイルにセキュリティ設 定も可能で、帳 票 の
PDF 化に最適です。

ネットワーク

PDF プリンター

ネットワーク プリンター ドライバー の ActivePDF
Meridian をプリント サーバーにインストールすれば、
プリンターで紙ベースの印刷物を出力する感覚で PDF
を作成できます。
ユーザーは、クライアント マシンのアプリケーション
から [ ファイル ] - [ 印刷 ] を選択するだけの簡単操作で、
PDF を作成できます。

ActivePDF 製品には上記のほかに、PDF ファイル内のテキストや画像を抽出できるツール、Web ページや HTML ページを PDF に変換するツール、
CAD ファイルを PDF に変換するツールなどもあります。要件をご連絡いただければ、最適なツールをご紹介いたします。
※ 左ページの SpreadsheetGear で作成したスプレッドシートを組み込んだアプリケーションから PDF への印刷も可能になります。

www.xlsoft.com
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セキュリティ

ZIP ベースの

データ セキュリティ

データ センター ソリューション

SecureZIP

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
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。

PKZIP

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 2016 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 2016 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

対応プラットフォーム

販売価格 (税抜)

Windows XP SP3、Vista、Windows 7、8、8.1 および 10 (IE 6.0 またはそれ以降が必要)
Windows XP SP3、Vista、Windows 7、8、8.1 および 10 (IE 6.0 またはそれ以降が必要 )

SecureZIP/PKZIP for UNIX Server HP-UX

Mac OS X 10.9 またはそれ以降
Windows Server 2003 、 2003 R2、 2008 、 2008 R2、 2012、 2012 R2、 2016 、 Windows XP SP3 、 Vista 、
Windows 7、8 、8.1 および 10 ( IE 6.0 またはそれ以降が必要 )
Solaris 8 またはそれ以降 (UltraSparc)、Solaris 10 またはそれ以降 (x86)
HP-UX 11i V2 またはそれ以降 ( Itanium)

SecureZIP/PKZIP for UNIX Server IBM AIX

AIX 5L Version 5.3 またはそれ以降、6L Version 6.1 またはそれ以降、7L Version 7.1、7.2 またはそれ以降

SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Linux

RedHat 4 またはそれ以降、SUSE 9 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

RHEL4 まはた 5、SuSE Linux Enterprise 10 または 11

SecureZIP/PKZIP for z/OS
SecureZIP Reader for iOS

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)

SecureZIP Reader for Android

Android 4.1 以上

Smartcrypt

上記 PKZIP と SecureZIP がサポートする対応プラットフォーム

SecureZIP for Mac
SecureZIP/PKZIP for Windows Server
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Solaris

¥4,750
¥6,500
¥9,750
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
フリー
フリー
お問い合わせ

www.xlsoft.com
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PDF 開発

SQL Server、SSIS ツール

BI 開発者とデータベース管理者のためのツール
SQL Server スタックへの統合が容易、SQL Server のパフォーマンスの最適化を実現
Microsoft

開発時間およびコストを削減する
SSIS コンポーネント！

データ プラットフォームの
開発、テスト、ドキュメント、管理ツール

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
意外と見つからないんです .. PDF を API で操作できる SDK をお探しの方へ…

Task Factory は、必要不可欠なパフォーマンスの高い SSIS コンポー
ネントおよびタスクを提 供し、プログラミングの手間を省きます。
60 を超えるコンポーネントと共に、Task Factory は、生産性を高め、
パフォーマンスを改善し、投資利益率を高めます。

SQL Server のパフォーマンスおよびデータ管理時間を大幅に短縮す
るパワフルなアプリケーション スイートです。

[ 特長 ]
クラウドへの接続をシンプルに！
Salesforce.com 、 Microsof t Dynamics 、 Sharepoint 、
Twitter、Marketo、Facebook などのクラウド ベースのプラット
フォームに格納されたデータへのアクセスを可能にします。
生産性を高め、開発時間を削減！
カスタム タスクをプログラムする必要がなく、生産性を高めるとともに、
開発時間を削減します。
パフォーマンスを向上！
ネイティブ SSIS コンポーネントよりも遥かに早い実行速度を実現する
ために最適化されています。
データ ウェアハウスの配置および管理を容易化！
データ ウェアハウスのデータ管理および読み込みを容易化します。

開発者向け Visual Studio へ直接統合できる SSIS
および SSAS ツールです。パッケージの作成、監査フ
レームワークのインストール、パッケージ配置のサポー
トを提供します。
膨大な Microsoft SQL Server データベース システ
ムの設計または管理パフォーマンスおよび使い易さを
重視した次世代の SQL ツールです。

SQL データベースおよび BI ツールのドキュメンテー
ションを提供します。 SSAS、SSIS および SSRS に対
してもドキュメンテーションを作成できます。
すべてのデータ セントリック アプリケーション対象に容
易なテストを提供する包括的なツールです。アプリケー
ションのデータが正しく適切であることを保証します。

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"

SQL Server 環境における「データベース ライフサイクル マネジメント」を実現！
今までのデータベース管理の在り方を変えます

アプリケーション開発分野では定
着したバージョン管理システムに
よるソース管理をデータベース管
理の分野においても実現します。

テーブルやビューなどデータベー
スのオブジェクトとデータを他の
データベースと比較し同期します。
開発環境から本番環境への反映を
数クリックで可能にします。

SQL Server の使用状況をリアルタ
イムでモニターします。SQL Server

に特 化し、 サーバー 全 体 の 負荷
状況からクエリー 1 つ 1 つに至る
までの分析が可能です。

SQL Server Management Studio
上で の SQL 開 発 支 援 ツールで、
50% 以上の生産性向上が可能です。

データベース開発、管理、移行において、確実で快適な作業環境を提供し、
ユーザー業務の変革にスピーディーに対応します。
手作業によるデータベースの変更作業は全て自動化し、ヒューマン エラーを防止します。

SQL Server 標準ツールの SQL Server Management Studio 上で動作。
慣れ親しんだ UI 上で使用できます。
詳細は xlsoft.com/redgate/
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BCL easyPDF SDK をもっと使いやすくするために、製品機能をまと
めた Action Center を用意しました。グラフィカル インターフェース上
で使用する関数や設定を選択することにより、コーディング経験のない
方でも、さまざまなプログラミング言語によるコード生成、コンパイル、
Visual Studio 用の Project ファイルの生成が可能になります。

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

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
ビジネス / エンタープライズ向け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

データベースの開発、運用から変更、リリース作業まで、世界的に信頼されているツール

SDK Action Center

さまざまなプログラミング言語をサポート

高速かつ高品質な
データベース管理ツール

BCL easyPDF SDK 8.0 の機能

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。

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 XP、Vista、7、8、8.1、10
- Microsoft Windows Server 2003、2008、2012、2016

PDF 出力時にサポートされるソフトウェア

- Microsoft Office 2003、2007、2010、2013、2016
- Microsoft Internet Explorer 6、7、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
- JDK 1.5 またはそれ以上

最新版のフル機能が 30 日間無料！
製品名

販売価格
（税抜）

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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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

HTTPS

BI・帳票

CUSTOM APPS

JDBC/ODBC/
ADO.net

・Salesforce

・Facebook

・MS Dynamics

・Twitter

・YouTube

・MongoDB

・Slack

・Marketo

・NetSuite

・MySQL

・OData

・SAP

・kintone

・JSON

・Gmail

・JIRA

・XML

・Google Analytics ・Amazon SimpleDB

ELT・Workflow

DB
・Access

・Amazon Redshift

・IBM DB2

・MongoDB

・SQLite

・Oracle

・SQL Azure
・SQL Server

など

SaaS/NoSQL/Web API
CData
API Server

一般的な RDB および NoSQL DB に対応
・BigQuery

・GitHub

・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/
モバイル データベース

すべてのモバイル アプリのデータを同期

高速かつ軽量なモバイル向けデータベース
Realm Database
Realm Database は、 SQLite や CoreData などモバイル デバイス向けの 組 込 みデータベースの 代 替となり、メモリ効率が良く、
高速に動作するクライアント サイドのデータベースです。iOS と Android の両方をサポートし、Xamarin や React Native にも対応します。
10 万人以上の開発者が利用し、銀行、フォーチュン 500 企業、App Store などのアプリからスタートアップまで幅広いモバイル アプリで
使用されており、全世界で 20 億人以上が Realm のデータベースを組込んだアプリを使用しています。

Realm Platform
は、Realm Database と Realm Object Server を組み合わせた柔軟なフレームワークです。iOS、Android モバイル
アプリとサーバー 間 のデータ同 期を 短 期 間で実 装 できます。Realm Platform のクラウド版、Realm Cloud では、クラウド上で iOS、
Android モバイル アプリ間のデータをシームレスに同期します。

Realm Platform

Realm Object Server:

デバイス間の Realm データベースを同期し、データベースの認 証、アクセス コントロール サービス、バックエンドの 統合、サーバー サイドの
イベント ハンドリング、バックアップ、データ コネクター機 能を提 供します。

リアルタイム共 同 編 集
コンフリクトの解消やオフ
ライン状態をシームレスに
処理。

オフラインファースト機能
オンライン接続時にデータ
を自動で同期。

製品の詳細、ライセンス、お見積りはこちら ≫

エッジ コンピューティング
サ ーバー や デバイス 上で
効 率 的 にデ ー タを キャッ
シュ、処 理。

xlsoft.com/realm/
www.xlsoft.com
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デバッガ・プロファイラ

Arm 純正開発環境

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 Forge は、ソフトウェアの開発と最適化に理想

的なパッケージを提供するために、分散並列環境対応
デバッガの Arm DDT とプロファイラの Arm MAP
を単一プラットフォームで利用できる開発ツールです。

Arm ® プロセッサ向け

ソフトウェア開発、デバッグ、
最適化を支援

Arm® DS-5 Development Studio Ultimate Edition は、
Arm 純正コンパイラ、Linaro GCC、デバッガ、パフォーマ
ンスアナライザ、シミュレータ、および Eclipse IDE を含む、
Arm アーキテクチャベースの SoC 向け C/C++ ソフトウェア

Java 解析ツール
JProfiler

Java アプリ開発者向け動的解析ツールの決定版！
CPU、メモリ、スレッドを解析し、Java アプリのパフォーマンスにおける

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。

Arm DDT
• 最新プロセッサのパフォーマン

■ 初心者にも熟練者にも使いやすい設計
■ クロスプラットフォームで生産性を維持
■ エキスパートによるトレーニングコース

• Arm コンパイラは、ISO 26262、
IEC 61508 などの機能安全規格

スを発揮できるようにコードを
最適化

並列コード向けデバッガ

Arm MAP
低 オーバー ヘッドのプロファイリング で
コードを最適化
■ コードのパフォーマンスを明確に表示
■ シングルコアから数 万コアまで 信 頼 できる
パフォーマンス

Arm Forge、DDT、MAP の価格はお問い合わせください。
製品の詳細はこちら ≫

xlsoft.com/arm/forge/

の認証を取得済み

• ターゲットとなるハードウェアが無い場合でも先行開発を実施でき
るように、Arm システムのシミュレーション環境を提供
• システム全体をプロファイリングし、パフォーマンスや消費電力を

Cache Acceleration Software(CAS)
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
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。

販売価格 ( 税抜 )

インテル Cache Acceleration Software for Windows
(1 年間のスタンダード・サポート付き )

¥93,100

インテル Cache Acceleration Software for Linux
(1 年間のスタンダード・サポート付き )

¥93,100

※対象の SSD 数分のライセンスが必要です。

xlsoft.com/arm/ds5/

製品名
JProfiler シングル ライセンス
JProfiler フローティング ライセンス

体験版、ライセンス、価格、お見積りはこちら >>

xlsoft.com/jprofiler/

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

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
インテル ® データセンター・マネージャー

販売価格（税抜）
¥64,850
¥259,850

C# 用デバッグ ツール

インテル®
データセンター ・ マネージャー

OzCode は C# 開発者にとって、うんざりする
デバッグ作業を楽しくするほど革新的な Visual
Studio 機能拡張です。
この革新的なデバッグ支援ツールが持つ驚くべき
豊富な機能の数々は、複雑に入り組んだコード
の変更に即座に反応し、迅速なバグ フィックス
を可 能にします。 C#7 や LINQ などの 最 新
テクノロジーにも対応しています。

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。

LINQ デバッギング

マジック グランス

があれば、 LINQ デバッギングが従 来では考えられないほど
楽 に なりま す。 Visual Studio 上で 簡 単 に LINQ パイプ ライン の

コードにステップインするたびに、各 行のサマリーを表 示して、コード
の見通しを驚くほど向上させます。

OzCode

各 クエリーをトラックすることが出 来ます。

販売価格（税抜）
お問い合わせ

※ 監視対象のノード数分のライセンスが必要です。

© 2018 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

© 2018 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

ヒープのスナップショットを撮り、
わず か な ス テップ で 対 象 の オ ブ
ジェクトにドリルダウンできるヒー
プ ウォーカー機能により、直感的
なインターフェイスで複雑なメモリ
問題を分析、解決します。

サーバー管理・監視

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。
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複数の現行の解析データをスナッ
プショットとして保 存および比 較
し、コマンド ライン比較ツールや
比較 ant タスクから、プログラム
で比較レポートを作成できます。

• Armv8 アーキテクチャベースの最 新プロセッサを含むすべての
Arm プロセッサをサポート

インテル® データセンター ・ マネージャーの特長

製品名

メモリ リークの解析

視覚的に解析

キャッシュ・ソリューション

インテル®

スナップショットの比較

• マルチコア、カスタム SoC に対応した高機能デバッガ

製品の詳細はこちら ≫

すべてのビューをメソッド、クラス、パッ
ケージ、 JEE コンポーネントの各レベル
で集 約でき、コール ツリーを記 録して
問題の原因追求、パフォーマンスの最適化
を図ります。

ローカルおよびリモート セッション
の両方を動的解析し、アプリケー
ション実 行中でもリアルタイムの
データを表示できます。IDE プラグ
インを介してお気に入りの IDE から
アプリケーションを解析できます。

開発ツールです。

C、C++、Fortran の マル チスレッド /

CPU プロファイリング

セッションのライブ解析

www.xlsoft.com
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セキュリティ

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ます。

便利な接続設定

複数の認証タイプ

軽量のアプリケーションをインストールし、サーバー アドレス、
ユーザー、パスワードなどの接続パラメーターを設定するだけ
で簡単に使用できます。

複数のプロファイル設定
異なるユーザーとサーバー用に複数のプロファイルを設定できます。
各プロファイルには、接続のクレデンシャル情報と指定した設定
が保存されます。

価格、ライセンス、無償体験版はこちら

パスワード、キーベース、またはその両方の 3 つの認証タイプ
から選択でき、キーベース認証では、さらに認証エージェント、
ファイルからの読み込み、セキュリティ トークンまたはスマート
カード使用のいずれかを選べます。

コマンド ラインのサポート
コマンド ラインから SFTP Net Drive を使用して、サーバー
の接続方法をさらに詳細にわたって設定できます。

xlsoft.com/sftpnetdrive/
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

Catalyst Development

インターネット コンポーネント スイート

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

/n software は、エンタープライズクラスの

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

プロトコル、プラットフォーム、IDE に依存しません
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、COM、C++、Java、Unix、Linux、macOS、
Xamarin 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。

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 9 の主な新機能

• Windows 10 および Windows Server 2016 プラットフォームをサポート
• TLS 1.2 を明示的にサポートし、PCS 3.1 規格に準拠したモードを提供
• Visual Studio 2015 および .NET Framework 4.6 をサポート
製品名

販売価格
（税抜）
Red Carpet 年間サブスクリプション
¥207,800
Red Carpet 年間サブスクリプション プレミアム サポート付き
¥259,800
クロスプラットフォーム対応の IP* Works! 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/

（Visual Studio 6.0 を含む以前のバージョン、.NET 2.0 Framework もサポート）

SocketTools
SocketTools
SocketTools
SocketTools

製品名
.NET Edition 9
ActiveX Edition 9
Library Edition 9
Subscription

販売価格（税抜）
¥59,300
¥59,300
¥59,300
¥104,300

※ 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

www.xlsoft.com
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インストーラー開発

PDF 開発
Java、.Net 向け
PDF 作成機能を提供

業界をリードするソフトウェアのインストール ソリューションを提供します
世界が選んだ

オープン ソースの

PDF 開発ライブラリ

PDF ドキュメントをデータ ソースから作成

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。

PDF ドキュメントの分割・結合

XFINIUM.PDF はすべて C# で開発され、100% マネージド コードです。

既存のドキュメントにコンテンツを追加

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。

～ 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

InstallShield は、 ハイクオリティな Windows Installer ま た
は InstallScript ベースのインストールおよび Microsoft App-V

InstallAnywhere

は、一貫性の高いマルチプラットフォーム

パッケージをオーサリングできる業界標準ツールです。

クラウド環境に提 供するアプリケーション開発者向けの最先端

InstallShield 2018 でデイリー ビルドを簡単にスキャンするだけ
で、OSS コードに関するリスクを軽減することができます。出荷
前に OSS および IP コンプライアンスの脆弱性を検出することで、
ビルドそのものが将来的な OSS データ違反に対する防衛の最前

のインストーラー開発ソリューションです。 InstallAnywhere

線となります。

たは新規のソフトウェア製品を仮想インフラやクラウド インフラ

インストレーション エクスペリエンスを 物理 環 境、仮 想 環 境、

では、単一のプロジェクトから、オンプレミス プラットフォーム

( Windows 、 Linux 、 Apple 、 Solaris 、 AIX 、 HP-UX 、
IBM) に対応した信頼性の高いインストーラーを作成し、既存ま
に取り込み、Docker コンテナを作成することもできます。

- InstallShield 2018 の最新機能 -

- InstallAnywhere 2018 の最新機能 -

■ オープン ソース ソフトウェアの検出とリスク評価

■ オープン ソース ソフトウェアの検出とリスク評価

InstallShield

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。

InstallAnywhere にも、OSS 検出機能が含まれています。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。
■ 高度なアップグレード機能

～ 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

処理速度の飛躍的向上

15 年以上にわたる実績
単位 : ミリ秒

300 種類以上のサンプル コード
多様なライセンス オプション

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

• サーバーまたはデスクトップ用の永久業務用
ライセンス

• OEM ライセンス
• SaaS お よ び クラウド ソリュー ション用 の
機能に基づいたライセンス

アプリ パッケージの作成
既存の

Windows プラット
パッケージを構築することで、Windows 10 で Windows

InstallShield

フォーム アプリ

プロジェクトからユニバーサル

ストアを準備し、ソフトウェアのインストール エクスペリエンスを簡素化でき
ます。 Windows

Installer

と

UWP

アプリ パッケージの両 方を構 築して、

ツリー構造の
削除処理

PDF の

比較処理

xlsoft.com/xfinium/

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

Java 高速化

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。

■ 最新の Microsoft 証明書要件のサポート
SHA-256 証明書およびダイジェストの署名要件をサポートします。

顧客が求める導入シナリオを全てサポートします。
■ MSI プロジェクトからの Windows Server アプリ パッケージ (WSA) の作成

Java のアプリを高速化 Excelsior JET
JET でネイティブ化

InstallShield プロジェクトから Windows Server アプリ パッケージ
を構築して、Nano Server および Windows Server 2016 の導入の準備を
既存の

バイトコード

行うことができます。顧客が求める導入シナリオの全てを簡単にサポートできる
ように、ビルド プロセスで

販売価格（税抜）
¥41,800
¥55,800

※ 上記製品価格は開発者ライセンスとなります。
メディア ボックス
の変更処理

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
■ MSI プロジェクトからのユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP)

Xamarin 対応のクロス プラットフォーム PDF 開発ツール。
iOS、Android、Windows Phone アプリに PDF 機能を追加します。
ライブラリーおよびビューアー機能を提供しています。

～ XML 、 HTML 、 WebForm 、 Database ～

マル チプラットフォーム向け
インストーラー 作成ツール

XFINIUM.PDF Mobile
XFINIUM.PDF は、クロスプラットフォームの PDF 開発用の .NET

PDF ドキュメントの新規作成

世界が選ぶ Microsoft Windows 向け
ソフトウェア インストール構築ツール

モバイル PDF 開発

Windows Server アプリ パッケージと Windows

クラス

Installer パッケージの両方を同時に作成します。

jar ファイル

実行ファイル

■ 複数の UWP アプリ パッケージを 1 つにまとめる

リソース

Excelsior JET Optimizer により、 Java のコードを
Windows、Linux、OS X の実行ファイルにコンパイルします

ネイティブ コード

導入とメンテナンスを簡素化するために、インストールをモジュール単位で開発
してから、ビルド時にコンポーネントと依存関係を
の

UWP

アプリ

(Appx)

Windows

ストア用の単一

パッケージにマージします。ストアの外部に直接配付

するには、UWP アプリ パッケージおよび他の依存関係を

UI インストーラーとバンドルします。

JET でインストーラー作成

Suite/Advanced

JET ランタイム

インストール ツールキットを使用して、必要なランタイムや

Java SE API
Runtime Support

実行ファイル
オープン ソース ソフトウェアの検出機能

リソース

ネイティブ コード

インストーラー

配布用のリソースを含むインストーラーを作成できます

Extra Files

IT 部門向けソフトウェア パッケージ展開支援ツール
AdminStudio を利用すると、信頼性の高いソフト ウェアパッケージと仮想アプリケーションをすばやく簡単に準備し、エラーのないスムーズな
配布を実現します。 AdminStudio の Web ベースの管理ツールには、強力な MSI のパッケージ化技術とアプリケーションの仮想化技術が
使用されているため、大幅にデスクトップ管理のコストが削減され、IT の生産性が向上します。
InstallShield、InstallAnywhere、AdminStudio、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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利点

製品詳細、評価版のダウンロードはこちら : xlsoft.com/jet/

・ソース コードを変更せずに、 実行速度を高速化
・メモリーのフットプリントの減少
・リバース エンジニアリングからのコードの保護
・実行環境に JRE は不要

製品名
JET Professional Edition Windows 版 (ベーシック サポート付き)
JET Professional Edition Linux 版 (ベーシック サポート付き)
JET Professional Edition OS X 版 (ベーシック サポート付き)
JET Enterprise Edition Windows 版 (ベーシック サポート付き)
JET Enterprise Edition Linux 版 (ベーシック サポート付き)
JET Enterprise Edition OS X 版 (ベーシック サポート付き)

販売価格
（税抜）
¥325,000
¥487,500
¥487,500
¥520,000
¥780,000
¥780,000

各製品には、年間サポートと年間メンテナンスが含まれます。

www.xlsoft.com
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デバイス ドライバー開発

ドライバー開発 WinDriver

ツールキット
™

〔 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 〕

〔 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
リストから対象のデバイスを選択

ハードウェアのレジスタをリード /

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

ライト
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 〕

〔 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

〔特 長〕
ユーザー モードでドライバーを開発

WinDriver API を使用

して、ユーザー モード
でドライバーを開発

アプリケーション

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

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

高レベル WinDriver API

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

ユーザー モード

低レベル WinDriver API
カーネル モジュール

対応 OS (Windows/Linux)

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
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
対応バス（ PCI/PCI-Express/USB）
主要なチップ ベンダを拡張サポート

( Xilinx/PLX/Altera/Cypress など )
WinDriver のカーネル モジュールが、
ハードウェアへのアクセスを提供

WHQL 認定可能なドライバーを作成

Windows ロゴ取得のための WHQL 認証サービスを提供開始！

ユーザーが記述するコード

対応開発環境 Visual Studio (C, .NET ), GCC 等

WinDriver が提供するコンポーネント

64bit 対応

無料セミナー随時開催中

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

動作環境
WinDriver PCI for Windows

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012/7/Server 2008 R2/
Server 2008(x86 32 bit または x64 64 bit CPU に対応 )

WinDriver PCI for Linux

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 2012/7/Server 2008 R2/
Server 2008(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

無償体験版、製品の詳細はこちら

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

販売価格（税抜）
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

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

PC ハードウェア診断

NEW

ドローン測量用画像処理解析

PC、Android & Mac 用

ハードウェア診断 ツールキット

オーサリング、パブリッシング、コンテンツ管理

診断結果レポートをカスタマイズし、出力可能

Flare は、 Web 、デスクトップ、モバイル、印刷文書向け

信頼性の高い診断を提供

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。

• 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

■ 作成、管理、パブリッシュ

PCI POST カードで電圧と POST コードを測定可能

・フレームレスで検 索フレンドリーな HTML5 オンライン ヘルプと
従 来の状 況依存のトリペイン ヘルプ

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)

・知識ベースと企業イントラネット
・ポリシーガイド、操作手順書、ソフトウェア ユーザーガイドなど
・CMYK 、ベクター グラフィックス、 OpenType フォントなど高度で
ハイエンドな印刷文書
・eReader 向け eBook などのモバイルベース コンテンツ

Doc-To-Help
オーサリング ツール

Microsof t ® 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

Lingo

翻訳メモリ ツール

製品に含まれるコンポーネント

Flare 2018 の新機能
・ 強力な Elasticsearch で HTML5 アウトプット用の検索を拡張。
・ 新しいサイド ナビゲーション HTML5 アウトプット。
・ 分析レポート ツール Analyzer 機能を Flare に組み込み。
・ ソフトウェアの画面録画ビデオ作成ツール Mimic と
画面キャプチャ ツール Capture の 2 製品を無料バンドル。

製品名
MadCap Flare 恒久ライセンス (1 年間のサポートを含む )
MadCap Flare サブスクリプション (1 年間のサポートを含む)
MadCap Doc-To-Help 恒久ライセンス (1 年間のサポートを含む )
MadCap Lingo 恒久ライセンス (1 年間のサポートを含む )

販売価格
（税抜）
¥248,000
¥113,000
¥166,000
¥120,000

ドローンで空撮

• 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

ローカライズ

Word、FrameMaker、DITA 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、および DITA 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、配布が実現可能です。オンライン ヘルプ、
Web 形式、PDF、XML およびポータブル デバイスのコンテンツなど様々
なオンライン コンテンツをサポートします。

WebWorks ePublisher Platform の特徴
●
●

●
●

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。アプリケーションからマニュアルまで一貫したローカ
ライズには必須のツールです。リソース ファイル アップデートの自動化、.NET 4.0
バイナリ、HTML、XML ベース ファイルのネイティブ サポート、SDL TRADOS
の完全サポートでローカライズを強力に支援します。

製品名
Terra Mapper デスクトップ版 スタンダード ライセンス

無料評価版 好評貸出中！

• .NET Framework 1.x /2.0/3.0/3.5/4.0/4.5 対応
• JSON ( Java Script Object Notation ) 対応
• Microsoft Word 、PowerPoint 、Adobe PDF、InDesign に対応
®

• XLIFF のインポート、エクスポートに対応
• データ コンテンツの翻訳

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

• レイアウトの自動調整機能

1 つのプロジェクトからさまざまな出力を生成可能

• オンライン ヘルプの直接編集

Webworks Help

●

XML + XSL

●

PDF

●

Wiki 形式

●

HTML Help

●

Custom XML

●

Eclipse Help

●

WinHelp

●

Palm Reader

●

HTML

●

JavaHelp

●

Microsoft Reader

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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販売価格（税抜）
¥299,000
¥1,197,000

ソース エディター

ソース インサイト

システム開発にレビューは避けて通れません
レビュー支援ツール
「C-Review Support」は、システム開発のノウハウを結集し、
極めて効率的にオンライン上でレビューを行える業界初の画期的なツールです。

各工程ごとの設計ドキュメント（要件定義書、基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書等）の
レビューをすべてオンライン形式で実施でき、レビュー結果の管理がパソコン上で可能です。
レビュー結果については、グラフ表示も可能で、担当者別、開発工程別等のプロジェクト
管理上の分析ツールとしても活用できます。
ドキュメント形式は、Word、Excel、PowerPoint に対応しています。

• 参 照 ツリー、 クラス 階 層、 コ ール
ツリーを表示

• 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 ウィンドウに宣 言を
• シンボルの自動入力補完

日本語アプリケーション

EXE/DLL/OCX を

EXE/DLL/OCX を

読み込み

新バージョン Source Insight 4.0
Source Insight の特長

• セキュアな XML 環境

英語アプリケーション

¥441,000

製品の詳細はこちら >> xlsoft.com/terramapper/

自動的に表示

対応する出力形式

直販価格（税抜）

※ アカデミック ライセンスもございます。
※ 製品価格には、初年度のサポートと無償アップグレードが含まれます。

レビュー支援ツール

• 過去の翻訳資産を活用し、同一文字列はメモリと一致させて翻訳

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

●

三次元データ

ソース コードがなくても
EXE、DLL 、OCX ファイルを直接日本語化！

®

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

画像データ

おもな機能：点群生成/対空標識の自動認識/デジタル表面モデル
(DSM) の生成/オルソ画像の生成/自動分類・自動不要物除去/
縦横断面図の生成/土量計算・土量比較/標高モデル/等高線の生成/
測定/点群ビューワー/CAD 機能/レーザー

製品の価格に関しましては、お問い合わせください。

ヘルプ作成

Terra Mapper は、ドローンで撮影した画像データから
三次元データを生成・解析することのできるソフトウェアです。

レビュー対象のソースコード（C/C ＋＋、JAVA、VB、COBOL 等）のレビューをすべて
オンライン形式で実施でき、レビュー結果の管理がパソコン上で可能です。
レビュー結果については、グラフ表示も可能で、担当者別、開発工程別等のプロジェクト
管理上の分析ツールとしても活用できます。
対応言語に制限はありません。

書き出し

参照ツリー、クラス階層、
コール ツリーを表示
シンボル
ウィンドウ

構文色分け
コール グラフ
クラス階層
コール ツリー

コンテキスト
ウィンドウ

• 外部コンパイラーおよびツールとの統合

Source Insight を利用すると…

• 複雑なソース コードの解析が容易
• 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

Cloud Edition では、上記ツールを弊 社クラウド サーバーに接 続することで 作業場
所を選ばずに遠隔地間でのレビュー開催が可能になります。
これにより、オフショア開発などグローバ ルな開 発 環 境における品質向上のソリュー
ションを提供します。

C-Review Support に関する詳細および価格は、エクセルソフト社までお気軽にお問合せください。

販売価格（税抜）
¥32,300

製品名
Source Insight 4.0 ダウンロード版

25% OFF キャンペーン実施中！

30 日間 無償体験版ダウンロード提供中
www.xlsoft.com
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HTML5 オーサリング

パワポ から

HTML5

を らくらく 作成

iSpring Suite は、Microsoft PowerPoint からワンクリックで高品質な HTML5 形式のプレゼンテーションの作成や
テスト作成ツール QuizMaker も同梱し e ラーニング用教材も作成可能です。また、PowerPoint 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、ナレーションや映像の埋め込み、ビデオ キャプチャ機能や
インタラクティブ機能などが追加され、表現力豊かなコンテンツを作成することが可能です。

iSpring Suite の主な新機能
HTML5/ ビデオ ( MP4 ) 形式のコンテンツを生 成：
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。

■ ビデオ キャプチャ機 能の強化：
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。
■ 新しいクイズ テンプレートの追 加：
ドラッグ アンド ドロップ形式のクイズ作成が可能となり、よりアク
ティブなドリル演習問題を作成。
■ 12 種 類のインタラクション テンプレート：
ガイドナビ、 ホットス ポット、 ラベル グラフィックなどの 多 彩な
インタラクション テン プレ ート の 選 択 が 可 能 となり、 よりグ ラ
フィカルなコース作成を実 現 。

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

iPhone や Android 向け
モバイル アプリ、Web アプリを

価格・ライセンス・無料体験版はこちら

xlsoft.com/ispring/
14 日間無料体験版提供中

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

モバイル アプリやウェブ サービスの UI/UX を
コードを書かずにデザイン

デザイン

Justinmind Prototyper を使用することで、

シナリオや仕様を考慮しながら簡単に
モバイル アプリや Web サイトのプロトタイプを
作成することができます。

フル機能 30 日間無償体験版提供中 !

プロトタイプ作成ツール

 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作成し開発プロセスを高速化します。

 チーム内でシェア、フィードバックを交換

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。

 仕様書、フローチャートを自動生成
操作は非常に簡単で、メニューに表示されるウィジェットをプロジェクト
画面にドラッグ＆ドロップするだけ。プログラミングの知識も不要です。
サンプル やウィジェット のライブラリが 豊 富に 用 意 されているので、
初 めて 使 用 す る ユー ザ ー も これ ら を 参 考 にし な が ら、 表 現 豊 か な
プロトタイプの作成が可能になります。

製品名
Justinmind Prototyper Pro Edition

販売価格
（税抜）
¥70,000

カスタマイズ可能な正確性の高い仕様書 (Word 形式 ) やフロー
チャートを自動生成します。

製品名
Axure RP Pro 永久ライセンス
Axure RP Team 永久ライセンス

製品の詳細はこちら

販売価格（税抜）
¥71,700
¥129,700

xlsoft.com/axure/
www.xlsoft.com
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NEW

モバイル アプリ AR SDK

NEW

Java 開発

Java アプリケーション開発支援ツール
開発工程におけるアプリケーション サーバーの再起動の待ち時間を解消します

コーディング結果をリアルタイムに確認
コードやリソースの変更をワークスペース上で保存、ブラウザー
をリフレッシュ (再読み込み) し即座に変更結果を確認できます。

Java アプリの開発サイクルを大幅に短縮しましょう

ROI (費用対効果 ) を可視化

Kudan AR SDK とは？

コード変更時に短縮できた時間の概算が表示されるので、実際に
節約できた工数や期間を具体的な数字で確認できます。

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

さまざまな Java 開発環境をサポート
Eclipse、IntelliJ IDEA、NetBeans な ど の IDE、Tomcat、
WebLogic、JBoss 、WebSphere などのア プリケーション
サーバーなど一般的な Java 開発環境で使用できます。

クロスプラットフォーム対応

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。

高度な使用向けに構成可能

NEW

3D 空間認識を提供するエンジン
• 初期化なしでアクティベーション可能
• 印刷したマーカーなしで 3D 空間にモデルをアンカー
• リアル環境でリアルサイズ、高品質の 3D モデルを表示

製品名

Kudan
Kudan
Kudan
Kudan
Kudan
Kudan
Kudan

AR
AR
AR
AR
CV
CV
CV

SDK 開発ライセンス
Indie プロダクション ライセンス
Business プロダクション ライセンス
Enterprise プロダクション ライセンス
SDK 開発ライセンス
Mobile Indie ライセンス
Enterprise プロダクション ライセンス

高度な設定が 可能
• 感度、堅牢性、スピードを調整可能
• データサイズを調整可能
• ターゲット リカバリー モード

販売価格（税抜）
無料
無料

※ Kudan AR 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。

¥165,000
お問い合わせ
無料
¥165,000
お問い合わせ

製品の詳細はこちら >> xlsoft.com/kudan/
14
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画像、PDF ソリューション

再配布

100%

ロイヤリティ フリーの画像処理 SDK

追加のデプロイメント ライセンスを買う必要はありません。

Kudan AR エンジン
高度なレンダリング
• HD グラフィック ディスプレイ、キャプチャ
• 現実の光の色調と一致する環境光
• 高品質な 3D CG ( マップ、シェーダー付き)
• リアル タイム テクスチャ モーフィング

xlsoft.com/roguewave/

無償体験版、製品の詳細はこちら

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。

サーバー / クラウドに非依存
• スキャン後即座に反応
• スキャンごとのコスト発生なし
• ネットワーク非依存
• リアル タイム AR データ更新

販売価格
（税抜）
¥68,700

※ 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。

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 ) 。

製品名
JRebel 年間サブスクリプション

GdPicture.NET

DocuVieware Kit

オールインワン ドキュメント画像処理

ドキュメント処理やドキュメントを行う Web アプリケーション
を 作成 することが 可能。作成した Web アプリケーションは、
HTML5 対応のブラウザー上で動作します。

SDK

クライアント / サーバー配布ライセンスは
100% ロイヤリティ フリー
■ オールインワンのドキュメント画像処理ツールキット

GdPicture.NET で、PDF、ドキュメント イメージング、画像処理、フォーム処理、
印刷、スキャニング、バーコード認識、OCR、OMR、MICR、注釈などすべて
の機能を簡単にアプリケーションに実装できます。
PDF ツールキット
注釈
ドキュメント認識
クリーンアップ
画像処理
印刷
サムネイル

■

イメージ表示

PDF 表示
DICOM
JBIG2

マルチページ

OCR
OMR

TWAIN スキャン
WIA スキャン
MICR
TIFF

カラー検出
バーコード認識
Web コントロール

100 を超えるドキュメントと画像フォーマットに対応

TIFF、PDF、DOCX 、SVG 、JPEG2000 、JBIG2、DICOM 、GIF、JPEG 、PNG 、
WMF、EMF、BMP、camera RAW など 100 以上のラスターおよびベクター ド

キュメント フォーマットでのドキュメントの読み込み、保存、変換を可能にします。

■ ネイティブの .NET および COM/ActiveX コンポーネントとして提供
.NET WinForms、WPF、ASP.NET お よ び COM/ActiveX UserControls
を 含 み ま す。 C#、VB.NET、Visual Basic 6、Delphi、C++、Microsoft
Access 、 Visual FoxPro 、 HTML 、 JavaScript、 VBScript、 ASP.NET、
PHP などで記述されたアプリから利用可能です。

HTML5 表示、ドキュメント管理ソリューション

PaperScan
TWAIN & WIA スキャナー ソフトウェア
幅広いスキャナー、カメラ、アクイジション カードに対応した
ユニバーサルな TWAIN & WIA スキャナー ソフトウェアです。
ドキュメントに注釈を追加できます。

PDF Reducer
PDF 圧縮ツール
PDF のサイズを縮小するパワフルなツールです。 PDF および
画像ファイルを最大 80% まで縮小でき、コマンドラインからの
バッチ処理も可能です。サーバー版 / デスクトップ版

PDF OCR
PDF OCR 変換ツール
画像、ドキュメントを PDF/OCR に変換する業界最速の OCR
ソフトウェアです。 レイアウト解析をして、ドキュメントを検索
可能な PDF へ変換。日本語 OCR 認識対応。

無料評価版、製品の詳細はこちら ⇒ xlsoft.com/orpalis/

www.xlsoft.com
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NEW

Java 開発

Java アプリケーション開発支援ツール
開発工程におけるアプリケーション サーバーの再起動の待ち時間を解消します

コーディング結果をリアルタイムに確認
コードやリソースの変更をワークスペース上で保存、ブラウザー
をリフレッシュ (再読み込み) し即座に変更結果を確認できます。

Java アプリの開発サイクルを大幅に短縮しましょう

ROI (費用対効果 ) を可視化
コード変更時に短縮できた時間の概算が表示されるので、実際に
節約できた工数や期間を具体的な数字で確認できます。

さまざまな Java 開発環境をサポート
Eclipse、IntelliJ IDEA、NetBeans な ど の IDE、Tomcat、
WebLogic、JBoss 、WebSphere などのア プリケーション
サーバーなど一般的な Java 開発環境で使用できます。
製品名

販売価格
（税抜）
¥68,700

JRebel 年間サブスクリプション

※ 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。

xlsoft.com/roguewave/

無償体験版、製品の詳細はこちら
NEW

画像、PDF ソリューション

再配布

100%

ロイヤリティ フリーの画像処理 SDK

追加のデプロイメント ライセンスを買う必要はありません。

GdPicture.NET

DocuVieware Kit

オールインワン ドキュメント画像処理

ドキュメント処理やドキュメントを行う Web アプリケーション
を 作成 することが 可能。作成した Web アプリケーションは、
HTML5 対応のブラウザー上で動作します。

SDK

クライアント / サーバー配布ライセンスは
100% ロイヤリティ フリー
■ オールインワンのドキュメント画像処理ツールキット

GdPicture.NET で、PDF、ドキュメント イメージング、画像処理、フォーム処理、
印刷、スキャニング、バーコード認識、OCR、OMR、MICR、注釈などすべて
の機能を簡単にアプリケーションに実装できます。
PDF ツールキット
注釈
ドキュメント認識
クリーンアップ
画像処理
印刷
サムネイル

■

イメージ表示

PDF 表示
DICOM
JBIG2

マルチページ

OCR
OMR

TWAIN スキャン
WIA スキャン
MICR
TIFF

カラー検出
バーコード認識
Web コントロール

100 を超えるドキュメントと画像フォーマットに対応

TIFF、PDF、DOCX 、SVG 、JPEG2000 、JBIG2、DICOM 、GIF、JPEG 、PNG 、
WMF、EMF、BMP、camera RAW など 100 以上のラスターおよびベクター ド

キュメント フォーマットでのドキュメントの読み込み、保存、変換を可能にします。

■ ネイティブの .NET および COM/ActiveX コンポーネントとして提供
.NET WinForms、WPF、ASP.NET お よ び COM/ActiveX UserControls
を 含 み ま す。 C#、VB.NET、Visual Basic 6、Delphi、C++、Microsoft
Access 、 Visual FoxPro 、 HTML 、 JavaScript、 VBScript、 ASP.NET、
PHP などで記述されたアプリから利用可能です。

HTML5 表示、ドキュメント管理ソリューション

PaperScan
TWAIN & WIA スキャナー ソフトウェア
幅広いスキャナー、カメラ、アクイジション カードに対応した
ユニバーサルな TWAIN & WIA スキャナー ソフトウェアです。
ドキュメントに注釈を追加できます。

PDF Reducer
PDF 圧縮ツール
PDF のサイズを縮小するパワフルなツールです。 PDF および
画像ファイルを最大 80% まで縮小でき、コマンドラインからの
バッチ処理も可能です。サーバー版 / デスクトップ版

PDF OCR
PDF OCR 変換ツール
画像、ドキュメントを PDF/OCR に変換する業界最速の OCR
ソフトウェアです。 レイアウト解析をして、ドキュメントを検索
可能な PDF へ変換。日本語 OCR 認識対応。

無料評価版、製品の詳細はこちら ⇒ xlsoft.com/orpalis/

www.xlsoft.com
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マイクロサービス API ゲートウェイ

マイクロサービス API の
保護、管理、オーケストレーション

Kong とは？

IoT やモバイル、AI、Web サービスのフロントエンドに位置し、高速なサーバーレスやマイクロサービスの API をサポートする、
オープンコアでスケーラブルな統合プラットフォームです。

HTML5 オーサリング

パワポ から

HTML5

を らくらく 作成

iSpring Suite は、Microsoft PowerPoint からワンクリックで高品質な HTML5 形式のプレゼンテーションの作成や
テスト作成ツール QuizMaker も同梱し e ラーニング用教材も作成可能です。また、PowerPoint 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、ナレーションや映像の埋め込み、ビデオ キャプチャ機能や
インタラクティブ機能などが追加され、表現力豊かなコンテンツを作成することが可能です。

iSpring Suite の主な新機能
HTML5/ ビデオ ( MP4 ) 形式のコンテンツを生 成：
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。

■ ビデオ キャプチャ機 能の強化：
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。
従来の冗長的なアーキテクチャ

Kong のアーキテクチャ

Kong Enterprise Edition は、業界で最も主要なオープンソースの API ゲートウェイである Kong Community Edition をさらに拡張し、
エンタープライズ プラグイン、開発者ポータル、アナリティクス、セキュリティ、パフォーマンス強化、GUI などさまざまな機能と
エンタープライズ向けのサポートを提供します。

詳細はこちら >> xlsoft.com/kong/

コンテナ型仮想環境

Docker Enterprise Edition
Docker Enterprise Edition (EE) 2.0 は、アーキテクチャやインフラ

を意識せず、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 EE には、エンタープライズ向けに Docker 社からのサポート
が含まれています。

Docker EE のプラットフォーム

プラット
フォームの
セキュリティ

開発者向け
サービス

レジストリ
サービス

ネットワーキング

アクセス
ポリシー

ライフサイ
クル管理

オーケストレーション

コンテナ エンジン

自動化と
拡張性

ストレージ

 主要な Linux ディストリビューション、Windows Server 2016 と

■ 12 種 類のインタラクション テンプレート：
ガイドナビ、 ホットス ポット、 ラベル グラフィックなどの 多 彩な
インタラクション テン プレ ート の 選 択 が 可 能 となり、 よりグ ラ
フィカルなコース作成を実 現 。

課題管理、コラボレーション ツール
理想の形をアトラシアンで実現！

エンタープライズ向け Docker

■ 新しいクイズ テンプレートの追 加：
ドラッグ アンド ドロップ形式のクイズ作成が可能となり、よりアク
ティブなドリル演習問題を作成。

スタートアップ企業からエンタープライズまで、チームで使えるツール

計画、追跡、サポート

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

iPhone や Android 向け
モバイル アプリ、Web アプリを

コンテナをパッケージ化して提供

 ストレージとネットワークのプラグインを提供し、
Docker EE に容易に導入可能

30 日間無償評価版および製品価格はお問い合わせください。

製品の詳細はこちら ≫ xlsoft.com/docker/
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xlsoft.com/ispring/
14 日間無料体験版提供中

モバイル、Web アプリ プロトタイプ作成

モバイル アプリやウェブ サービスの UI/UX を
コードを書かずにデザイン

デザイン

コラボレーションとチャット

Justinmind Prototyper を使用することで、

課題トラッキングと
コード インテグレーション
アジャイル チームで使用されている
No. 1 ソフトウェア開発ツール。ワー
ルドワイド クラスのソフトウェアを計
画、トラッキング、リリースできます。

作成とコラボレーション
チームが仕事を完了するために必
要な情報を共 有、発見、そして共
同作業するためのすべてを一つの
場所で提供します。

シナリオや仕様を考慮しながら簡単に
モバイル アプリや Web サイトのプロトタイプを
作成することができます。

フル機能 30 日間無償体験版提供中 !

プロトタイプ作成ツール

 クリック操作で動くプロトタイプを作成
IT サポートとセルフサービス

顧客に快適なサポートを。エージェ
ントに迅速な問題解決の方法を提
供します。

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作成し開発プロセスを高速化します。

ビルド、テスト、デプロイ
継 続的インテグレーション、デ プ
ロイメント、デリバリーを行うプロ
フェッショナル チームが選ぶツール。

 チーム内でシェア、フィードバックを交換

Git ベースの

 仕様書、フローチャートを自動生成

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。

AWS、Azure など主要なクラウド サービスに容易に導入可能

 ISV がベストプラクティスなサポートとテストでビルドした

価格・ライセンス・無料体験版はこちら

ビジネス チームのための
プロジェクト管理
プロジェクトをより簡素化します。
販促キャンペーン、人材育成、購
入の承認フロー、法律関連文書の
レビューまで。

コード コラボレーションと管理
インライン コメント機能やプルリ
クエストでソース コードの共同開
発が便利に。Git レポジトリの共有
や管理に。

アトラシアン製品は、小規模なチームからすぐに始められます。
クラウド版とサーバー版 (オンプレミス) からお選びください。

製品の詳細はこちら

>> xlsoft.com/atlassian/

操作は非常に簡単で、メニューに表示されるウィジェットをプロジェクト
画面にドラッグ＆ドロップするだけ。プログラミングの知識も不要です。
サンプル やウィジェット のライブラリが 豊 富に 用 意 されているので、
初 めて 使 用 す る ユー ザ ー も これ ら を 参 考 にし な が ら、 表 現 豊 か な
プロトタイプの作成が可能になります。

製品名
Justinmind Prototyper Pro Edition

販売価格
（税抜）
¥70,000

カスタマイズ可能な正確性の高い仕様書 (Word 形式 ) やフロー
チャートを自動生成します。

製品名
Axure RP Pro 永久ライセンス
Axure RP Team 永久ライセンス

製品の詳細はこちら

販売価格（税抜）
¥71,700
¥129,700

xlsoft.com/axure/
www.xlsoft.com

13

PC ハードウェア診断

NEW

ドローン測量用画像処理解析

PC、Android & Mac 用

ハードウェア診断 ツールキット
診断結果レポートをカスタマイズし、出力可能
信頼性の高い診断を提供

• 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

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)
製品に含まれるコンポーネント

Terra Mapper は、ドローンで撮影した画像データから
三次元データを生成・解析することのできるソフトウェアです。

ドローンで空撮

• 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

画像データ

三次元データ

おもな機能：点群生成/対空標識の自動認識/デジタル表面モデル
(DSM) の生成/オルソ画像の生成/自動分類・自動不要物除去/
縦横断面図の生成/土量計算・土量比較/標高モデル/等高線の生成/
測定/点群ビューワー/CAD 機能/レーザー
製品名
Terra Mapper デスクトップ版 スタンダード ライセンス

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。

直販価格（税抜）

¥441,000

※ アカデミック ライセンスもございます。
※ 製品価格には、初年度のサポートと無償アップグレードが含まれます。

製品の詳細はこちら >> xlsoft.com/terramapper/

レビュー支援ツール

ソース エディター

ソース インサイト

システム開発にレビューは避けて通れません
レビュー支援ツール
「C-Review Support」は、システム開発のノウハウを結集し、
極めて効率的にオンライン上でレビューを行える業界初の画期的なツールです。

新バージョン Source Insight 4.0
Source Insight の特長

各工程ごとの設計ドキュメント（要件定義書、基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書等）の
レビューをすべてオンライン形式で実施でき、レビュー結果の管理がパソコン上で可能です。
レビュー結果については、グラフ表示も可能で、担当者別、開発工程別等のプロジェクト
管理上の分析ツールとしても活用できます。
ドキュメント形式は、Word、Excel、PowerPoint に対応しています。

• 参 照 ツリー、 クラス 階 層、 コ ール
ツリーを表示

• 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 ウィンドウに宣 言を
自動的に表示

• シンボルの自動入力補完
レビュー対象のソースコード（C/C ＋＋、JAVA、VB、COBOL 等）のレビューをすべて
オンライン形式で実施でき、レビュー結果の管理がパソコン上で可能です。
レビュー結果については、グラフ表示も可能で、担当者別、開発工程別等のプロジェクト
管理上の分析ツールとしても活用できます。
対応言語に制限はありません。

参照ツリー、クラス階層、
コール ツリーを表示
シンボル
ウィンドウ

構文色分け
コール グラフ
クラス階層
コール ツリー

コンテキスト
ウィンドウ

• 外部コンパイラーおよびツールとの統合

Source Insight を利用すると…

• 複雑なソース コードの解析が容易
• 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

Cloud Edition では、上記ツールを弊 社クラウド サーバーに接 続することで 作業場
所を選ばずに遠隔地間でのレビュー開催が可能になります。
これにより、オフショア開発などグローバ ルな開 発 環 境における品質向上のソリュー
ションを提供します。

C-Review Support に関する詳細および価格は、エクセルソフト社までお気軽にお問合せください。

販売価格（税抜）
¥32,300

製品名
Source Insight 4.0 ダウンロード版

25% OFF キャンペーン実施中！

30 日間 無償体験版ダウンロード提供中
www.xlsoft.com
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デバイス ドライバー開発

フォトグラメトリ

ドライバー開発 WinDriver

ツールキット

プロが選ぶ、写真からの測定技術

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。
適用分野

(ドローン) 測量、地質調査、建築、工業計測、製造、農業分析、
事故現場、犯罪捜査、法医学、ゲーム、アニメーション、その他

PhotoModeler の使用手順

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

・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
PhotoModeler Scanner
PhotoModeler UAS

販売価格（税抜）
¥114,400
¥344,400
¥459,400

※アカデミック ライセンスもございます。

〔 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
リストから対象のデバイスを選択

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

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 〕

Web、モバイル開発

XML に関するテクノロジーのモデリン
業界ベストセラーの XML エディター

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

ユーザー モードでドライバーを開発
WinDriver API を使用

して、ユーザー モード
でドライバーを開発

アプリケーション

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

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

高レベル WinDriver API

Altova XMLSpy 2018 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

パフォーマンス モジュール
パフォーマンス コード

ユーザー モード
カーネル モード

Kernel Plugin

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。

〔 実行！〕

〔特 長〕

XML エディター
グ、編集、変換、そしてデバッグを行う

© 2018 Microsoft

〔 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 〕

PhotoModeler の特長

製品の詳細はこちら xlsoft.com/photomodeler/

Web サービスをもっと快適にする
Bing Maps API の年間サブスクリプション

™

低レベル WinDriver API
カーネル モジュール

対応 OS (Windows/Linux)

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
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
対応バス（ PCI/PCI-Express/USB）
主要なチップ ベンダを拡張サポート

( Xilinx/PLX/Altera/Cypress など )
WinDriver のカーネル モジュールが、
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

対応開発環境 Visual Studio (C, .NET ), GCC 等

WinDriver が提供するコンポーネント

64bit 対応

無料セミナー随時開催中
© 2018 Microsoft

製品名
Bing Maps フル機能版 100 ユーザー
Bing Maps インターナル 500,000 トランザクション
Bing Maps パブリック 500,000 トランザクション
Bing Maps 一般利用向け 1,000 アセット
Bing Maps 業務用 100 アセット ルート機能なし
Bing Maps 業務用 100 アセット ルート機能付き

販売価格（税抜）
¥411,800
¥930,300
¥480,600
¥681,700
¥284,500
¥319,000

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

ライセンス、価格、お見積りはこちら

xlsoft.com/bing_maps/
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XMLSpy ハイライト

WHQL 認定可能なドライバーを作成

Windows ロゴ取得のための WHQL 認証サービスを提供開始！

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

動作環境
WinDriver PCI for Windows

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012/7/Server 2008 R2/
Server 2008(x86 32 bit または x64 64 bit CPU に対応 )

WinDriver PCI for Linux

Linux カーネル 2.6.x またはそれ以降

・Visual Studio 統合

WinDriver USB for Windows

Windows 10/10 IoT Core/Server 2016/8.1/Server 2012 R2/8/Server 2012/7/Server 2008 R2/
Server 2008(x86 32 bit または x64 64 bit CPU に対応 )

・XQuery エディター & XQuery デバッガー

・XML チャートの作成

WinDriver USB for Linux

Linux カーネル 2.6.x またはそれ以降

・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

・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

®

製品の価格につきましては、お問い合わせください。

無償体験版、製品の詳細はこちら

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

販売価格（税抜）
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

xlsoft.com/windriver/
www.xlsoft.com
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PDF 開発
Java、.Net 向け
PDF 作成機能を提供

世界が選んだ

オープン ソースの

PDF 開発ライブラリ

モバイル PDF 開発

XFINIUM.PDF Mobile
Xamarin 対応のクロス プラットフォーム PDF 開発ツール。
iOS、Android、Windows Phone 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

PDF ドキュメントの新規作成

ライブラリーおよびビューアー機能を提供しています。

PDF ドキュメントをデータ ソースから作成

XFINIUM.PDF で記述したコードは、変更せずに対応するすべての

～ XML 、 HTML 、 WebForm 、 Database ～

プラットフォームでコンパイル可能です。

PDF ドキュメントの分割・結合

XFINIUM.PDF はすべて C# で開発され、100% マネージド コードです。

既存のドキュメントにコンテンツを追加

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。

～ 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

処理速度の飛躍的向上

15 年以上にわたる実績
単位 : ミリ秒

300 種類以上のサンプル コード
多様なライセンス オプション

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

• サーバーまたはデスクトップ用の永久業務用
ライセンス

• OEM ライセンス
• SaaS お よ び クラウド ソリュー ション用 の
機能に基づいたライセンス

販売価格（税抜）
¥41,800
¥55,800

※ 上記製品価格は開発者ライセンスとなります。
メディア ボックス
の変更処理

ツリー構造の
削除処理

PDF の
比較処理

xlsoft.com/xfinium/
Java 高速化

Java のアプリを高速化 Excelsior JET
JET でネイティブ化
バイトコード
クラス

jar ファイル

実行ファイル
リソース

Excelsior JET Optimizer により、 Java のコードを
Windows、Linux、OS X の実行ファイルにコンパイルします

ネイティブ コード

JET でインストーラー作成
JET ランタイム

インストール ツールキットを使用して、必要なランタイムや

Java SE API
Runtime Support

実行ファイル
リソース

ネイティブ コード

インストーラー

配布用のリソースを含むインストーラーを作成できます

Extra Files

利点

製品詳細、評価版のダウンロードはこちら : xlsoft.com/jet/

・ソース コードを変更せずに、 実行速度を高速化
・メモリーのフットプリントの減少
・リバース エンジニアリングからのコードの保護
・実行環境に JRE は不要

製品名
JET Professional Edition Windows 版 (ベーシック サポート付き)
JET Professional Edition Linux 版 (ベーシック サポート付き)
JET Professional Edition OS X 版 (ベーシック サポート付き)
JET Enterprise Edition Windows 版 (ベーシック サポート付き)
JET Enterprise Edition Linux 版 (ベーシック サポート付き)
JET Enterprise Edition OS X 版 (ベーシック サポート付き)

販売価格
（税抜）
¥325,000
¥487,500
¥487,500
¥520,000
¥780,000
¥780,000

各製品には、年間サポートと年間メンテナンスが含まれます。

www.xlsoft.com
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統合開発環境、Visual Studio プラグイン

セキュリティ

統合開発環境とコーディング ツール
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ます。

インテリジェントな Java 統合開発環境
IntelliJ IDEA は、コーディング、デバッグ、リファクタリング、テストのため

の強力な統合開発環境です。最新のプログラミング技術に対応し、さまざまな
プロジェクト管理ツールをサポートし Eclipse などの IDE との共存も可能です。

便利な接続設定

複数の認証タイプ

軽量のアプリケーションをインストールし、サーバー アドレス、
ユーザー、パスワードなどの接続パラメーターを設定するだけ
で簡単に使用できます。

PHP 統合開発環境
PhpStorm は、Symfony、Drupal 、
WordPress な どの 大 手 PHP コミュ
ニティで認知されている IDE です。コー

ド 補 完、 リファク タリン グ、 デバッグ、
単体テストなどさまざまな機 能がサポー
トされています。

Visual Studio のための拡張プラグイン スイート
ReSharper は、Microsoft Visual Studio を快適な IDE にする生産性

向上ツールです。強力なコード分析、リファクタリング、共通コード スタイルの
設 定機能など、コード管理性に優れた高品質なアプリケーションを生み
出す開発プロジェクトを強力に支援します。

JavaScript 統合開発環境

パフォーマンス プロファイラー

単体テスト / コード カバレッジ

WebStorm は、Node.js による開 発を
サポートする軽量かつ強力な JavaScript
IDE です。スマートなコード補完、エラー
検出、リファクタリングが可能です。

.NET ア プ リ ケ ー ション の パ フォ ー マ

ンス ボトルネックを 素 早く検 出します。
dotTrace で視覚化されたプロファイル
情 報によりアプリケーションを多角 的に
分析できます。

dotCover で は、 単 体 テスト の 実 行、
デバッグ、カバーされるコードの 分 析を
行 います。潜 在 的 なリスクのあるホット
スポットの検出、直近で変更されたコー
ドの再テストも可能です。

Python & Django 統合開発環境

C++ のための拡張プラグイン

メモリ プロファイラー

PyCharm に よ り Python、Django、
Web 開発が可能です。コード補完、オン

ReSharper C++ は、C/C++ のため
の Visual Studio 拡張プラグインです。

dotMemory を 使 用 することで .NET

ザフライのエラーチェックとクイック修正、
ナビゲーション機能が提供されます。

コード インスペクション、自動リファクタ
リングなどの機能によりコードの品質を
改善できます。

アプリケーション内のメモリ消費の 最 適
化、メモリ リークの検出、その他のメモリ
に関するさまざまな問題に対処できます。

その他の統合開発環境

iOS/macOS 統合開発環境

Go 統合開発環境

.NET 統合開発環境

GoLand は人間工学に基いた Go 開発
に視 点をおいて JetBrains が提 供する
新しい 商 用 IDE で す。Go 言 語 向 けに

Rider は、Windows、macOS、Linux
を サ ポ ー ト す る .NET IDE で す。C#、
VB.NET、ASP.NET 構 文、XAML、
XMLJavaScript、TypeScript、JSON、
HTML、CSS、SQL など .NET 開発で使

コード アシスタンスとツールを統合する
ことで IntelliJ プラットフォームを拡張
します。

価格、ライセンス、無償体験版はこちら

www.xlsoft.com

xlsoft.com/sftpnetdrive/
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

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

/n software は、エンタープライズクラスの

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

プロトコル、プラットフォーム、IDE に依存しません
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、COM、C++、Java、Unix、Linux、macOS、
Xamarin 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。

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 9 の主な新機能

• Windows 10 および Windows Server 2016 プラットフォームをサポート
• TLS 1.2 を明示的にサポートし、PCS 3.1 規格に準拠したモードを提供
• Visual Studio 2015 および .NET Framework 4.6 をサポート
販売価格
（税抜）
Red Carpet 年間サブスクリプション
¥207,800
Red Carpet 年間サブスクリプション プレミアム サポート付き
¥259,800
クロスプラットフォーム対応の IP* Works! 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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コマンド ラインから SFTP Net Drive を使用して、サーバー
の接続方法をさらに詳細にわたって設定できます。

Catalyst Development

製品名

xlsoft.com/jetbrains/

コマンド ラインのサポート

インターネット コンポーネント

用されるほとんどの言語をサポートします。

価格の詳細、お見積り依頼はエクセルソフトまでお気軽にどうぞ
データベース /SQL 統合開発環境

異なるユーザーとサーバー用に複数のプロファイルを設定できます。
各プロファイルには、接続のクレデンシャル情報と指定した設定
が保存されます。

Red Carpet 年間サブスクリプション

Ruby 統合開発環境

C/C++ 統合開発環境

複数のプロファイル設定

パスワード、キーベース、またはその両方の 3 つの認証タイプ
から選択でき、キーベース認証では、さらに認証エージェント、
ファイルからの読み込み、セキュリティ トークンまたはスマート
カード使用のいずれかを選べます。

（Visual Studio 6.0 を含む以前のバージョン、.NET 2.0 Framework もサポート）

SocketTools
SocketTools
SocketTools
SocketTools

製品名
.NET Edition 9
ActiveX Edition 9
Library Edition 9
Subscription

販売価格（税抜）
¥59,300
¥59,300
¥59,300
¥104,300

※ 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

www.xlsoft.com
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Java 解析ツール
JProfiler

Java アプリ開発者向け動的解析ツールの決定版！
CPU、メモリ、スレッドを解析し、Java アプリのパフォーマンスにおける

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。

CPU プロファイリング

セッションのライブ解析

すべてのビューをメソッド、クラス、パッ
ケージ、 JEE コンポーネントの各レベル
で集 約でき、コール ツリーを記 録して
問題の原因追求、パフォーマンスの最適化
を図ります。

ローカルおよびリモート セッション
の両方を動的解析し、アプリケー
ション実 行中でもリアルタイムの
データを表示できます。IDE プラグ
インを介してお気に入りの IDE から
アプリケーションを解析できます。

スナップショットの比較

メモリ リークの解析

複数の現行の解析データをスナッ
プショットとして保 存および比 較
し、コマンド ライン比較ツールや
比較 ant タスクから、プログラム
で比較レポートを作成できます。

ヒープのスナップショットを撮り、
わず か な ス テップ で 対 象 の オ ブ
ジェクトにドリルダウンできるヒー
プ ウォーカー機能により、直感的
なインターフェイスで複雑なメモリ
問題を分析、解決します。
製品名
JProfiler シングル ライセンス
JProfiler フローティング ライセンス

体験版、ライセンス、価格、お見積りはこちら >>

販売価格（税抜）
¥64,850
¥259,850

xlsoft.com/jprofiler/
C# 用デバッグ ツール

C# のデバッグ環境を格段に向上させる
Visual Studio 拡張機能
OzCode は C# 開発者にとって、うんざりする
デバッグ作業を楽しくするほど革新的な Visual
Studio 機能拡張です。
この革新的なデバッグ支援ツールが持つ驚くべき
豊富な機能の数々は、複雑に入り組んだコード
の変更に即座に反応し、迅速なバグ フィックス
を可 能にします。 C#7 や LINQ などの 最 新
テクノロジーにも対応しています。

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。

LINQ デバッギング

マジック グランス

があれば、 LINQ デバッギングが従 来では考えられないほど
楽 に なりま す。 Visual Studio 上で 簡 単 に LINQ パイプ ライン の

コードにステップインするたびに、各 行のサマリーを表 示して、コード
の見通しを驚くほど向上させます。

OzCode

各 クエリーをトラックすることが出 来ます。

www.xlsoft.com
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プロトタイピング、コード生成
Web・モバイルアプリ
.NET/ Web/モバイル開発用コンポーネント

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

HTTPS

BI・帳票

CUSTOM APPS

JDBC/ODBC/
ADO.net

・Salesforce

・Facebook

・MS Dynamics

・Twitter

・YouTube

・MongoDB

・Slack

・Marketo

・NetSuite

・MySQL

・OData

・SAP

・kintone

・JSON

・Gmail

・JIRA

・XML

・Google Analytics ・Amazon SimpleDB

ELT・Workflow

DB
・Access

・Amazon Redshift

・IBM DB2

・MongoDB

・SQLite

・Oracle

・SQL Azure
・SQL Server

など

SaaS/NoSQL/Web API
CData
API Server

一般的な RDB および NoSQL DB に対応
・BigQuery

・GitHub

・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/

.NET 向けチャート コンポーネント

WPF、Windows Forms 向けの

モバイル データベース

すべてのモバイル アプリのデータを同期

高速かつ軽量なモバイル向けデータベース

比類 のない高精度 な データ視覚化 を実現

チャート コンポーネント LightningChart SDK
C#、VB.NET で高解像度のチャートを生成

GPU アクセラレーター、CPU、およびメモリ リソースを効率的に活用し、10 億を超え

Realm Database
Realm Database は、 SQLite や CoreData などモバイル デバイス向けの 組 込 みデータベースの 代 替となり、メモリ効率が良く、
高速に動作するクライアント サイドのデータベースです。iOS と Android の両方をサポートし、Xamarin や React Native にも対応します。
10 万人以上の開発者が利用し、銀行、フォーチュン 500 企業、App Store などのアプリからスタートアップまで幅広いモバイル アプリで
使用されており、全世界で 20 億人以上が Realm のデータベースを組込んだアプリを使用しています。

Realm Platform

る膨大なデータ ポイントをちらつきや遅れなくリアルタイムに監視できます。
マウスおよびタッチ スクリーンに対応し、高解像度のデータ セットをインタラクティブ
に操作できます。

は、Realm Database と Realm Object Server を組み合わせた柔軟なフレームワークです。iOS、Android モバイル
アプリとサーバー 間 のデータ同 期を 短 期 間で実 装 できます。Realm Platform のクラウド版、Realm Cloud では、クラウド上で iOS、
Android モバイル アプリ間のデータをシームレスに同期します。

Realm Platform

専門性に特化したチャート群を提供
科学、エンジニアリング、医学、航 空宇宙科学、トレーディングを含 む 幅 広い専門分
野向けに、定番の XY グラフ、高度な 3D グラフ、ポーラー チャート、スミス チャート、
3D 円グラフ、地勢図および GIS チャートを提供します。

Realm Object Server:

デバイス間の Realm データベースを同期し、データベースの認 証、アクセス コントロール サービス、バックエンドの 統合、サーバー サイドの
イベント ハンドリング、バックアップ、データ コネクター機 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

容積情報 から 3 次元の半透明な投 影像を生 成できるボリューム レンダリング機能は、
高度な癌の検出、動脈瘤の視覚化、および治療計画など、医療関連のアプリケーション
への実装を強力に支援します。

製品名
WPF 向け LightningChart Silver パッケージ開発者ライセンス (サブスクリプション 1 年付き)
WPF 向け LightningChart Gold パッケージ開発者ライセンス (サブスクリプション 1 年付き)
WPF 向け LightningChart Platinum パッケージ開発者ライセンス (サブスクリプション 1 年付き)
※ Windows Forms 版も同額で販売しています。
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販売価格
（税抜）
¥258,700
¥323,700
¥ 518,700

30 日間無償評価版提供中

xlsoft.com/arction/

リアルタイム共 同 編 集
コンフリクトの解消やオフ
ライン状態をシームレスに
処理。

オフラインファースト機能
オンライン接続時にデータ
を自動で同期。

製品の詳細、ライセンス、お見積りはこちら ≫

エッジ コンピューティング
サ ーバー や デバイス 上で
効 率 的 にデ ー タを キャッ
シュ、処 理。

xlsoft.com/realm/
www.xlsoft.com
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PDF 開発

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
意外と見つからないんです .. PDF を API で操作できる SDK をお探しの方へ…
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
ビジネス / エンタープライズ向け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。

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 XP、Vista、7、8、8.1、10
- Microsoft Windows Server 2003、2008、2012、2016

PDF 出力時にサポートされるソフトウェア

- Microsoft Office 2003、2007、2010、2013、2016
- Microsoft Internet Explorer 6、7、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
- JDK 1.5 またはそれ以上

最新版のフル機能が 30 日間無料！
製品名

販売価格
（税抜）

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

セキュリティ

ZIP ベースの
C#、VB.NET で Excel ファイルを高速操作！

Excel フ ァ イ ル の 生 成、 出 力

高 速 API に よ る 演 算 処 理

MS Excel を使わずに Excel ファイルを入出力できる機能を

デスクトップ アプリケーションやサーバー アプリケーションに
追加できます。

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。

拡張性の高い ASP.NET の Excel レポート出力や、グラフを含んだ
ダッシュボードの動的な生成、Windows Forms、WPF、Silverlight
コントロールの実装、Excel 互換のグラフ出力、高速な Excel 互換
の計算エンジンなど、多くの機能を利用できます。

製品をご利用のお客様からは、
「Excel API に比べて、処理時間が
1/500 以下 (8 時間以上 → 1 分弱 ) になった」、「100 倍以上の
パフォーマンス」、
「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。

データ セキュリティ

データ センター ソリューション

さまざまなソリューションの 提 案

Windows Forms 、 WPF、 Silverlight ア プ リ ケ ー シ ョ ン に
Excel 互換のワークブック、数式バーなどの強力なスプレッド

• 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

シート コンポーネントを追加できます。

セルの編集、書式設定、列幅の変更、コピー、貼り付け、データ
の並び替え、オートシェイプの追加、ウィンドウ枠の分割、シート
の保護、印刷などさまざまな Excel 互換の機能を GUI で操作
することができます。

開発環境：Visual Studio 2008、2010、2012、2013、2015、2017
実行環境：.NET Framework 2.0、3.0、3.5、4.0、4.5、4.6、4.7

SpreadsheetGear 2017 for .NET Standard

開発環境：Visual Studio 2015、2017
実行環境：.NET Standard 1.3 でサポートされるプラットフォーム

SpreadsheetGear 2017 for Silverlight

開発環境：Visual Studio 2010、2012、2013、2015
実行環境：Silverlight 5

30 日間無償体験版提供中
製品名
SpreadsheetGear for .NET 開発者ライセンス
SpreadsheetGear for .NET Standard 開発者ライセンス
SpreadsheetGear for Silverlight 開発者ライセンス
SpreadsheetGear Bundle 開発者ライセンス

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
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。

PKZIP

販売価格
（税抜）
¥133,000
¥133,000
¥133,000
¥186,200

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 2016 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 2016 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

対応プラットフォーム

販売価格 (税抜)

Windows XP SP3、Vista、Windows 7、8、8.1 および 10 (IE 6.0 またはそれ以降が必要)
Windows XP SP3、Vista、Windows 7、8、8.1 および 10 (IE 6.0 またはそれ以降が必要 )

※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)。

SecureZIP/PKZIP for UNIX Server HP-UX
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server IBM AIX

AIX 5L Version 5.3 またはそれ以降、6L Version 6.1 またはそれ以降、7L Version 7.1、7.2 またはそれ以降

配布ライセンスが不要なので、低コストな導入が可能です。

SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Linux

RedHat 4 またはそれ以降、SUSE 9 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

RHEL4 まはた 5、SuSE Linux Enterprise 10 または 11

SecureZIP/PKZIP for z/OS
SecureZIP Reader for iOS

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)

SecureZIP Reader for Android

Android 4.1 以上

Smartcrypt

上記 PKZIP と SecureZIP がサポートする対応プラットフォーム

xlsoft.com/spreadsheetgear/

www.xlsoft.com

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。

Mac OS X 10.9 またはそれ以降
Windows Server 2003 、 2003 R2、 2008 、 2008 R2、 2012、 2012 R2、 2016 、 Windows XP SP3 、 Vista 、
Windows 7、8 、8.1 および 10 ( IE 6.0 またはそれ以降が必要 )
Solaris 8 またはそれ以降 (UltraSparc)、Solaris 10 またはそれ以降 (x86)
HP-UX 11i V2 またはそれ以降 ( Itanium)

製品の詳細、ライセンス、価格、お見積り、無償体験版はこちら
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仮想化ソリューション

Windows でパスワード付き暗号化 ZIP ファイルの作成

サポートされる環境

SpreadsheetGear 2017 for .NET

クラウド 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

データ セキュリティ ソフトウェア

スプレッドシート コントロール

SecureZIP

SecureZIP for Mac
SecureZIP/PKZIP for Windows Server
SecureZIP/PKZIP for UNIX Server Solaris

¥4,750
¥6,500
¥9,750
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
フリー
フリー
お問い合わせ

www.xlsoft.com
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PDF 開発

PDF の作成 // 変換 // 編集 // 表示 // 抽出 // 自動化

PDF 処理機能のプログラミングを

可能にする柔軟性の高いライブラリ

セキュリティや結合などの PDF の操作・編集
ドキュメント管理システムで使用する PDF のセキュリティ、ファイルの
結合、認証印、タイムスタンプ、
「社外秘」
「禁複写」などの文字列や
会社ロゴの追加に最適。

ActivePDF は、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います。日本国内でも、医療関連、
金融機関、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。

PDF ファイルにセキュリティを設定するコード例 (C#)
// オブジェクトのインスタンス化

ActivePDF Toolkit の主な機能
- セキュリティ設定

- しおりの作成

- ページの追加と抽出

- ヘッダー / フッターの追加

- 画像の貼り付け

- スティッチ機能

- 文字列の追加

- 表示方法の設定

- フォームへの入力

- ページ向きの変更

- フォームの値の取得

- バーコードの追加

APToolkitNET.Toolkit oTK = new APToolkitNET.Toolkit();

// セキュリティ設定

oTK.EncryptPDF (5, strPath + "PDF.pdf", strPath +

"Encry pted.pdf", "UserPassword", "OwnerPassword",
true, true, false, false, true, false, true, true);

// オブジェクトのリリース
oTK.Dispose();

ブラウザ ベースの PDF ビューアー / エディター
Reader Plus は、デスクトップ クライアントのブラウザーからアクセスで
きるサーバーサイドの PDF ビューアー／エディター ツールです。クライア
ント マシンに新たなソフトウェアのインストールは不要で、既存のウェブ
アプリケーションにインタラクティブな PDF 機能を簡単に追加できます。
Reader Plus は、高い文書セキュリティを維持しながら、クラウド内で
オブジェクトの編集機能を含む豊富な PDF 機能を高品質で提供します。

Microsoft Office や様々なファイル形式の PDF 変換
サ ー バ ー ベ ース の PDF 変 換 パ ッ ケ ー ジ の ActivePDF DocConverter は、
Microsoft Word、Excel、Powerpoint など、280 以上のファイル形式をサポート
しています。監視フォルダ機能により、対応しているファイルをドラッグ & ドロップ
で PDF に変換することが可能です。

1 つのコールで PDF への変換が可能な API も提供しており、アプリケーションに
PDF への変換機能を組み込むこともできます。
変換時にセキュリティやヘッダー /
フッターの追加、変換後にメール
送信も可能です。
ま た、PDF か ら Word、Excel、
HTML、画像ファイルへの変換機
能も提供しています。

既存アプリからの

PDF 出力

サーバー ベースの印刷機能を持つ既存のビジネス アプ
リケーションに PDF への出力機能を追加できます。
出力ファイルにセキュリティ設 定も可能で、帳 票 の
PDF 化に最適です。

ネットワーク

PDF プリンター

ネットワーク プリンター ドライバー の ActivePDF
Meridian をプリント サーバーにインストールすれば、
プリンターで紙ベースの印刷物を出力する感覚で PDF
を作成できます。
ユーザーは、クライアント マシンのアプリケーション
から [ ファイル ] - [ 印刷 ] を選択するだけの簡単操作で、
PDF を作成できます。

ActivePDF 製品には上記のほかに、PDF ファイル内のテキストや画像を抽出できるツール、Web ページや HTML ページを PDF に変換するツール、
CAD ファイルを PDF に変換するツールなどもあります。要件をご連絡いただければ、最適なツールをご紹介いたします。
※ 左ページの SpreadsheetGear で作成したスプレッドシートを組み込んだアプリケーションから PDF への印刷も可能になります。

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

開発のニーズにあわせて選べる 3 種類のエディション

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。
最高水準のソリューションを提供

Composer Edition

高速化のための C/C++、 Fortran コンパイラー、 ライブラリー、 Python* 実行環境

Professional Edition

Composer Edition + 解析ツール

Cluster Edition

Professional Edition + MPI ライブラリー、 MPI アプリケーション解析ツール

高速化のための C/C++、 Fortran コンパイラー
マルチコア/メニーコア ・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
フルページおよび領域

最新のインテル® プラットフォーム上で最新の C++ および Fortran の言語標準規格を実装します。 開発者は、優れた最適化と SIMD ベクトル化、
最適化済みのライブラリーとの統合、 最新の OpenMP* 5.0 並列プログラミング ・ モデルの活用により、 アプリケーションのパフォーマンスを
向上できます。
Microsoft* Visual Studio*、 Eclipse* への統合機能により、 慣れ親しんだ環境で開発を行うことができます。
また、 インテル® アー キテクチ ャー向けに 最 適 化さ れ た Python* 実行 環 境 であ る、 インテル® Distribution for Python* を同梱。 NumPy*、
SciPy*、 pandas、 scikit-learn、 Jupyter、 matplotlib、 および mpi4py をすべて含む Python* パッケージに加え、 インテルの強力なライブラリー
群を一括でインストールでき、 Python* でも対応した演算ではネイティブコードに近いパフォーマンスを達成することが可能になります。

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。

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

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
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

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

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。

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。

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 >>

xlsoft.com/accusoft/

※ 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。
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サポートされる並列プログラミング ・ モデル
マルチスレッドによる並列実行
コンパイラーのサポート

自動
並列化
自動
ベクトル化

マルチプロセスによる並列実行

ライブラリー

インテル® TBB

(マルチスレッド ・ ライブラリー)

OpenMP*

インテル® IPP

インテル® MKL

(数値演算ライブラリー)

(画像処理ライブラリー )

+

インテル® MPI
ライブラリー

(Cluster Edition にのみ
含まれています )

ベクトル化 （SIMD 命令の活用）

高速化、 信頼性の向上を実現する解析ツール
• 数クリックの みでパフォーマンス問題の原因を 特定できるインテル® VTune™
Amplifier。 C/C++、 C#、 Fortran、 Python*、 Go*、 Java*、 OpenCL* および
それらの言語が混合したコードの解析に対応。 また、 MPI、 CPU、 FPU、 メモリー
の使用状況を表示するパフォーマンス ・ スナップショット機能を使用してコード
の高速化の可能性を素早く特定することができます。
• メモリーリーク、 メモリー破壊やデータ競合、 デッドロックなど、 メモリーエラー
およびマルチスレッド ・ エラーを動的に検出する インテル® Inspector。
• C/C++、 C#、 For tran 言語で利用できる ベクトル 化、 マル チスレッド化アド
バイザー、 インテル® Advisor。 ベクトル 化、 マル チスレッド化を行うことで、
パフォーマンスが向上する可能性の高い領域を検出し、 効果を予測します。

ルーフライン解析により、 パフォーマンスへの影響が大きく、 最適化が
不十分であるループを特定することができます。

ハイパフォーマンスでスケーラブルなクラスター向けアプリケーション開発を支援
• MPI-1.3、 MPI-2.2、 MPI-3.1 標準規格に準拠する、 インテル® MPI ライブラリー。 Infiniband*、 Myrinet*、 iWARP、 TCP/IP などの広範な
インターコネクト ・ ファブリックに対応し、 インテル® アーキテクチャー ・ ベースのクラスター上で、 アプリケーションのパフォーマンスを最大限に
引き出します。
• MPI 通信によるパフォーマンスの問題となる個所を素早く発見することができる、インテル® Trace Analyzer & Collector。 MPI コードのデッドロック、
データ破損、 または MPI パラメーター、 データ型などのエラーを検出することもできます。

www.xlsoft.com

03

.NET、Java 開発

Office、PDF ファイルの読み込み、生成、変換、印刷、書き出し
無償体験版あります

.NET、Java プラットフォーム 上で、Word、Excel、PDF、PowerPoint、Outlook、
その他 100 種類以上のファイル形式を操作できるアプリケーション開発コンポーネント

Aspose.Words

Aspose.Cells

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

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 )

の生成、編集、変換、出力を可能にします。

ションから生成、編集、変換、出力できます。

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。

Aspose.Email

Aspose.BarCode

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。

Code128、PDF417、Postnet などを含む一次元、

製品名
Aspose.Total Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.Words Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.Cells Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.PDF Developer Small Business Subscription 付きライセンス
Aspose.Slides Developer Small Business Subscription 付きライセンス

二次元バーコードを生成、認識できます。
さまざまな画像とのファイル形式変換にも対応。

販売価格
（税抜）
¥419,800
¥139,800
¥139,800
¥139,800
¥111,800

※上記の価格は、.NET 版、Java 版共通です。

詳しくは Web サイトで

xlsoft.com/aspose/
www.xlsoft.com
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GUI テスト 自動化ツール
自動化でテストの工数削減と網羅率をアップ！ 回帰テストの効率化でデグレを防ぐ

C/C++、Fortran、Python* コードを高速化

TestComplete の特長

・ 座標に依存しないオブジェクト認識機能で、テストの再利用性が向上
・ スクリプトを使用せずに GUI でテストを作成
・ 画像、プロパティ値、グリッド、DB の検証機能
提供される機能
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

対象のアプリケーション

デスクトップ、Web、モバイル アプリ の GUI テストの自動化
オブジェクト (コントロールなど) のプロパティ、
メソッド情報を取得
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
イメージベースのテスト シナリオの作成機能
サードパーティ製コントロールのサポート
バッチ処理によるテストの実行
クロスブラウザーに対応
遅延、待機処理
条件分岐、ループ処理
スクリーンショットを含む詳細なテスト ログの出力
Jenkins からテストを自動実行
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
Xamarin.Forms 対応

• Win32/64bit
• .NET
• WPF

30 日間無料評価版提供中

• Android / iOS
• HTML5
• Flex、Flash など

ZIP ベースでシンプルなデータ暗号化

「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

TestComplete
TestComplete
TestComplete
TestComplete

製品名
Platform
Desktop モジュール
Web モジュール
Mobile モジュール

NEW

販売価格（税抜）
¥168,000
¥168,000
¥168,000
¥218,000

Office ファイルを操作できる .NET、Java API

[ 27 ]

GUI テスト自動化と API テスト自動化ツール

[ 28 ]

モバイル アプリケーション向けに高度な

NEW

AR (拡張現実)
AR SDK

Java アプリ開発中の再ビルドや再デプロイのストレス解消

[ 15 ] エンタープライズ ユーザーにおすすめの開発支援ツール

NEW

100% ロイヤリティ フリーのオールインワン画像処理ツール

[ 15 ] 画像、PDF、バーコード、OCR 機能を提供

REST API、SOAP API の機能テスト / 負荷テスト ツール ◆
API 負荷テスト ツール

• REST、SOAP、その他主な API と IoT プロトコルの機能テスト ツール
• Windows、Linux、MacOS のマルチプラットフォームに対応。
• Swagger、OAS 3.0 から直接テストを作成可能。
• 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。
• JSON、XML でレスポンスを取得でき、結果に対するチェック機能も提供。

[ 25 ]

[ 14 ] エンジンを提供するクロスプラットフォーム対応の

国内 220 社以上の導入実績。 製造業、 IT 、 金融、 官公庁などの幅広い分野で採用され、
テスト以外にも業務自動化の目的でも活用されています。

API 機能テスト ツール

PDF をプログラムから扱うためのライブラリ

注目の新製品

※ 上記価格はノードロック ライセンスの価格です。

◆

[5]

C#、VB.NET で Excel ファイルを高速出力！ [ 24 ]

お客様の声

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。

xlsoft.com/smartbear/

• Java
• Delphi
• C++ Builder

好 評 の 人 気 製 品

・ キャプチャ & リプレイ機能でキー操作、マウス操作を記録 / 再生
・ ひとつのツールで、デスクトップ、Web、モバイル アプリに対応

[2]

• 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

NEW

ドローンで取得したデータの三次元化から詳細な解析までを

[ 17 ] 一貫して行える測量向けの総合プラットフォーム

サービス仮想化ツール
• HTTP, REST, SOAP, JMS, JDBC など主要なプロトコルをサポート

エクセルソフト最新情報はこちら >>

〒 108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F
TEL: 03-5440-7875 FAX : 03-5440-7876 E-mail: xlsoftkk@xlsoft.com

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。
Copyright ©2018 XLsoft Corporation.
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海外ソフトウェア製品の購入代行サービス
エクセルソフトでは、お客様が必要とされる世界中のあらゆるメーカーのソフトウェア製品の購入をお手伝いします。
30 年の豊富な実績により、お客様の要件を満たす製品をお探しすることもできます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

xlsoft.com/daiko/

