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エクセルソフト社は、Infragistics 社の  
次世代 WPF アプリケーション開発用コンポーネント製品

NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2 を 
2008年 1月 31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、Infragistics 社の次世代 WPF アプリケーション開発用コンポーネ
ント製品 NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2 を 2008年 1月 31日から日本国内で
販売開始いたします。 
 
■ 製品名：  
 
 
 
 
 
■ 製品カテゴリー：  
WPF アプリケーション開発用コンポーネント 
 
■ 製品概要 
 Infragistics® NetAdvantage® for WPF は、WPF (Windows Presentation Foundation) のため
の、データグリッド、2D / 3D グラフ、カルーセル (回転式のトレー表示)、およびエディタなどを
含む商用レベルの開発コンポーネントです。Windows Vista Aero や Office 2007 などのビジュア
ル テーマもビルトインされています。高解像度のベクター画像、リッチ スタイリングとアニメー
ション、UI 統合の仮想化技術 (Virtualization Technology) など、ピュア WPF プラットフォー
ムの特性を活用できます。 

NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2 英語版 
(ネット アドバンテージ WPF 2007 ボリューム 2 英語版) 

• 

 
■ NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2の特長 

WPF プラットフォームの利点を活用し、リッチなアプリケーション ユーザ インター
フェース開発の可能性を最大限に広げます。 

• 

• Infragistics Visual Design Group によりデザインされた 15 種類のテーマ パックです。
Luna (Windows XP)、Aero (Windows Vista)、Royale (Windows Media Center Edition)、
Office 2007 Black / Blue / Silver など、テーマごとのルック & フィールを簡単なプロパティ
設定で指定することができます。 

 
■ NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2の主なコンポーネント 
 ご利用のWindows Presentation Foundation (WPF) アプリケーションの機能を強化するパワフ
ルなコントロールがいくつか追加されました。これらのコントロールにより、大量なデータを明晰

な画像に凝縮したデータの "見える化" アプリケーションを開発できます。 
 



xamChart™ 
新しい WPF グラフ コントロールです。ユーザは、データの相関性をより素早く分析、理
解することが可能になります。この WPF グラフ コントロールでは、棒グラフ、円グラフ、
円柱グラフおよびその他多数 (全部で 25 種類) のグラフ描画が可能です。 
3D 形式、グラフの合成も可能です。 
 

• 

• 

• 

• 

• 

xamRibbon™ 
Office 2007 リボン形式のユーザ インターフェースを提供します。 
Microsoft® Windows® Presentation Foundation (WPF) アプリケーションで Microsoft® 
Office® 2007 のリボン機能を再現するメニュー コントロールです。過去の簡素なドロップ 
ダウン形式のメニューに代わり、xamRibbon™ を使用することでスタイリッシュなルック 
& フィールをアプリケーションに追加できます。 
 
xamComboEditor™ 
xamEditors™ に新しく追加されたコンボボックス コントロールです。 
xamComboEditor™ はユーザがアイテムを選択するためのドロップダウン リストを提供す
るエディタ コントロールです。他の xamEditors™ と同様に xamComboEditor™ は
xamDataGrid™ にプラグインが可能ですので、データグリッドやデータが設定されたセル
の値を編集する際に入力ミスを防ぎ、よりユーザ フレンドリーな WPF データ ドリブンの
アプリケーションを構築することができます。 

 
 
 

xamChart™ と xamDataChart™ の使用画面 
xamChart™ と xamRibbon™ の使用画面 

■ 価格 
NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2 には、下記の 2 製品があります。 

 
NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2 英語版 
(年間サブスクリプション含む)   ¥ 93,450 税込価格 (本体価格  ¥ 89,000) 

 
NetAdvantage® for WPF 2007 Volume 2 英語版 with Priority Support  
(年間サブスクリプション含む)   ¥ 151,620 税込価格 (本体価格 ¥ 144,000) 

 
※ Priority Support には、優先的なお問い合わせ対応、米国 Infragistics 社より電話 
およびWeb ライブ チャット (英語) によるお問い合わせ対応が提供されます。 

 
 
 



NetAdvantage® for .NET とのバンドル版には、下記の 2 製品があります。 
 
• 

• 

NetAdvantage® for .NET + WPF 2007 Volume 2 英語版 
(年間サブスクリプション含む)   ¥ 140,490 税込価格 (本体価格 ¥ 133,800) 

 
NetAdvantage® for .NET + WPF 2007 Volume 2 英語版 with Priority Support 

(年間サブスクリプション含む)   ¥ 198,660 税込価格 (本体価格 ¥ 189,200) 
 
※ NetAdvantage® for .NET には、NetAdvantage® for ASP.NET および 、 

NetAdvantage® for Windows Forms 製品が含まれます。 
 
■ 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。 

 

 
■ 米国 Infragistics 社について 
米国 Infragistics 社は、プレゼンテーション レイヤー技術の世界的なリーディング カンパ

ニーです。Windows フォーム、ASP.NET、タブレット PC、および Java 環境のために最高品質の再

利用可能なプレゼンテーション レイヤー開発ツールを顧客に提供できるように努めています。

Infragistics 社のツールを使用して、開発サイクルを短縮しエンド ユーザへの使いやすさを向上

させることにより、顧客自身とソフトウェア開発チームはプレゼンテーション レイヤーの潜在能

力を発揮させることができます。 
 

 

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 

 

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。 


