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Press Release 
報道関係 各位 

2009年 6月 18日 

エクセルソフトは、ヘルプオーサリングツールの最新版 
MadCap Flare 5.0 をリリース 

 
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、米国 MadCap Software 社のヘルプ オー

サリング ツール「MadCap Flare 5.0」を 2009年 6月 19日から日本国内で販売開始し
ます。MadCap Flare は、コンテンツの再利用を最大限に活用できるシングルソースから
多数の出力形式をパブリッシュ可能なオーサリング ツールです。 
新バージョンの Flare 5.0 では、シームレスな DITA サポートが提供されます。 
今回、規模の大きなドキュメント用のソリューションを提供する MadCap Blaze 2.0 

も同時に販売開始します。 
 

■ 製品名： 
MadCap Flare 5.0 
(マッドキャップ・フレア 5.0) 

■ 製品カテゴリー： 
ヘルプ オーサリング ツール 

■ 製品概要： 
Madcap Flare は、ピュア XML でコンテンツを生成し、シングル ソース プロジェ
クトから革新的なクロスブラウザ、クロスプラットフォーム ヘルプ、.NET アプリ
ケーション用ヘルプ、Microsoft HTML ヘルプ (.chm)、印刷文書 (Microsoft Word 
2003 / 2007) を生成することができます。また、既存の Microsoft Word ドキュメン
ト、HTML ドキュメント、RoboHelp プロジェクト、さらには HTML ヘルプ プロ
ジェクトもインポートします。PDF 出力も Adobe Distiller または Word 2007 を必
要としません。XPS、DOCX、WebHelp AIR の出力も可能です。  

 

 



 
 

■ MadCap Flare 5.0 の主な新機能： 

 シームレスな DITA サポート：オープンツールキット、Java 開発が不要 
DITA マップとドキュメントのインポート 

 関連する DITA マップをリンクした目次に変換 
 単一/複数 DITA ファイルのインポート 
 変換スタイル ウィザードによるフル変換コントロール 
 イメージマップ、状況依存ヘルプ、ブックマップの章区切り、索引キー
ワード、表、リストなどの維持 

 Relationship table の維持 
 シングルソース DITA プロジェクトを印刷および Web 化 

DITA シングル ソーシングとエクスポート 
 既存 Flare プロジェクトから DITA 生成 
 トピック プロパティによる出力タイプ (トピック、タスク、概念、参照) 
の指定 

 Flare コンテンツ用に Relationship table をビルトイン サポート 

 行番号、カラーコードなどをサポートした新規テキスト エディタ 

 自動サムネイル画像サポート 

 トピック ツールバー：任意のトピック内の任意の位置に挿入可能なカスタマイズ
された "WebHelp" ツールバー 

 MadCap Mimic および Capture コンディション タグをサポートするクロス製品統
合の強化 

 プロジェクト ファイル用にコンディション タグをサポートする高度なグローバル 
プロジェクト リンク 

 ドキュメントの機密情報を隠せるテキスト編集により、幅広い層への配布が可能 

 スタイルシート エディタの強化 
 
 

■ 動作環境 
 

CPU Pentium 4 またはそれ以上のプロセッサー 
メモリ 512MB 以上 
OS Windows 2000 SP4、Windows XP SP2 以降、 

Windows Vista、Windows Server 2003 
必要なソフトウェア Microsoft .NET Framework 2.0 (Windows 2000のみ) 

Microsoft .NET Framework 3.0 
Microsoft SQL Compact Edition (Windows 2000を除く) 
 
出力されるアウトプットにより、必要となるソフトウェアが

異なります。詳細は弊社 web ページをご参照ください。 
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■ 価格 
 

製品名 税込価格  (本体価格) 

MadCap Flare 5.0 新規購入 
(パッケージ版 / ダウンロード版) 

￥122,850  (¥117,000) 

MadCap Flare 5.0 アップグレード購入 ￥68,250  (¥65,000) 

MadCap Flare 5.0 RoboHelp 乗り換え購入 ￥95,550  (¥91,000) 

MadCap Blaze 2.0 新規購入 (ダウンロード版) ￥95,550  (¥91,000) 

 
製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。 
http://www.xlsoft.com/jp/products/madcap/index.html 

■ 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（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、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
日本およびアジアにおいて販売しています。 
コンパイラー、帳票ツール、デバイスドライバ開発ツール、ヘルプ作成ツール、セ

キュリティソフトウェアなど幅広い製品を提供し、今日のコンピュータ ユーザーの
多様なニーズに応えています。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。 

■ MadCap Software 社について 
MadCap Software 社は、コンテンツ開発、配布、管理のための密接に統合した
MadCap アプリケーション製品でドキュメント業界をリードしています。MadCap の
ソフトウェアは、印刷文書、オンライン、および Web のパブリッシングで最先端の
コンテンツ ワークフロー ソリューションを提供します。 
Madcap Software 社は、長年に渡りテクニカル ライティング、ヘルプ・コミュニ
ティをリードしてきたメンバーによって設立された新しい会社です。 
 
 
 
 
 
 

本プレス リリースについてのお問い合わせ先 

エクセルソフト株式会社 営業部 

TEL: 03-5440-7875 

FAX: 03-5440-7876 

URL: http://www.xlsoft.com/jp 

Email: 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。 
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