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エクセルソフト社は、.Net および Java の 
コンポーネント製品である Aspose 社の全 32 製品を 

2007年12月20日より販売開始します。 
 
■ エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 渡辺光敏 資本金１千万円 TEL 
03-5440-7875）は、Aspose 社の .Net および Java アプリケーション開発用コンポーネ

ント製品、全 32 製品を 2007年12月20日より日本国内で販売開始します。 
 
■ 製品名：  
Aspose.Total  他31製品  
(アスポーズ トータル) 
 
 
■ 製品カテゴリー：  
.Net および Java アプリケーション開発コンポーネント 
 
 
 
 
■ 製品概要 

Aspose 製品には、豊富な機能を備えた多くのコンポーネント製品と Microsoft SQL 
Server Reporting Services 向けの帳票製品があります。 
コンポーネント製品には、一般的なビジネス ファイル フォーマットを操作 (開く、編集、

作成、保存) することができる .NET または Java アプリケーションを作成するパワフルな

ファイル管理コンポーネントがあります。 
 
操作可能なファイル 

• Word ドキュメント(DOC、DOCX、RTF、HTML ファイルと WordprocessingML) 
• Excel スプレッドシート (XLS ファイル)、 
• PowerPoint プレゼンテーション (PPT ファイル) 
• PDF ドキュメント (PDF ファイル) 
• Flash プレゼンテーション (SWF ファイル) 
• Metafile (EMF と WMF ファイル) 
• Project ファイル (MPX と MPD ファイル)  
• InfoPath Form 

 
また、チャートとグリッドを作成できるデータ ビジュアル用のコンポーネント、スペルチ

ェック、カレンダー、ネットワーク プロトコル、バーコードを操作するユーティリティ コン

ポーネントもあります。 
 
 



■ 各製品の主な特徴 
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Aspose.Words：MS Word を使用しなくても Word ドキュメントを操作できる .NET 
または Java アプリケーションを作成します。 
Aspose.Cells：MS Excel を使用しなくても Excel スプレッドシートを操作でき

る .NET または Java アプリケーションを作成します。 
Aspose.Grid：Excel spreadsheet から／へインポート／エクスポートする機能を提供

し、グリッドのルック アンド フィールおよび、操作をコントロールする、使いやすく

機能が豊富な API を提供します。 
Aspose.Pdf：Adobe Acrobat を使用しなくても  PDF ドキュメントを操作でき

る .NET または Java アプリケーションを作成します。 
Aspose.Pdf.Kit：既存の PDF ファイルや PDF ファイル内に埋め込まれたフォーム 
フィールドを管理する .Net または Java アプリケーションを作成します。 
Aspose.Chart：21 種類のチャートを操作する .NET アプリケーションを作成します。 
Aspose.Slides：MS PowerPoint を使用しなくても PowerPoint ドキュメントを操作

できる .NET または Java アプリケーションを作成します。 
Aspose.Tasks：MS Project を使用しなくても Project ドキュメントを操作でき

る .NET または Java アプリケーションを作成します。 
Aspose.Spell：20 以上の言語のスペル チェックを行う .NET アプリケーションを作

成します。 
Aspose.BarCode：バーコード生成機能を持つ .NET アプリケーションを作成します。 
Aspose.Network：.Net プラットフォームでプロフェッショナルなネットワーク アプ

リケーションを作成します。 
Aspose.AdHoc：Web フォームに簡単にドラッグ アンド ドロップできる ASP.Net 
の Ad Hoc コンポーネントです。 
Aspose.ASPXpand：ASP.NET の Web 開発用に Set Focus と Mask Edit から 
Auto Complete まで、また Enter Key の処理など、60 以上の機能を提供します。 
Aspose.Workflow：業界標準のワークフロー オブジェクトのフルセットを備えたパワ

フルなワークフロー エンジンを提供する .Net コンポーネントです。 
Aspose.Flash：動的に Flash のコンテンツを操作および生成することができる .Net 
アプリケーションを作成します。 
Aspose.Total：すべてのコンポーネント製品を含むスイート製品です。 

 
 
■ 価格 
スイート製品 

Aspose.Total for .Net 
Developer Enterprise Subscription：¥276,990 (税込) 
Developer OEM Subscription：¥831,180 (税込) 
Aspose.Total for Java 
Developer Enterprise Subscription：¥207,690 (税込) 
Developer OEM Subscription：¥623,280 (税込) 

 
各コンポーネント製品は、単体でも販売しています。 

 
■ Aspose 社について 

Aspose 社は、2002 年から、オーストラリア・シドニーを拠点に、豊富な機能を持つ 
.Net コンポーネントを開発者に向け提供しています。現在、Aspose 製品は多くの企業、

ユーザの間で利用されています。 



 
■ エクセルソフト株式会社について 
エクセルソフト株式会社は、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェア

を日本国内において販売しています。主に、コンパイラ、ソフトウェア解析ツール、デバイス

ドライバ開発ツールを提供し、開発者の多様なニーズに応えています。 
また、ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。 
 
記載された社名、製品名、機種名は各社の商標または登録商標です。 

 

このプレス・リリースについてのお問い合わせは下記までお願い申しあげます。 
［お問い合わせ先］エクセルソフト株式会社 営業部 

TEL:03-5440-7875     URL:http://www.xlsoft.com 
FAX:03-5440-7876     E-mail:xlsoftkk@xlsoft.com 

 


