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エクセルソフト株式会社 

Press Release 
報道関係 各位 

2009 年 2 月 9 日 

エクセルソフトは、Pegasus Imaging 社の 
PDF 開発ツールキット PDF Xpress v3 をリリース 

 
エクセルソフト株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:渡辺光敏）は、Pegasus 

Imaging 社の PDF アプリケーション開発ツールキット PDF Xpress v3 を 2 月 10 日よ

り販売開始します。PDF Xpress は、PDF ファイルの読み込み、表示、書き出し機能を

提供し、PDF ファイルを作成・表示可能なアプリケーションを開発できます。 
 

■ 製品名： 
PDF Xpress v3 
(PDF エクスプレス v3) 

■ 製品カテゴリー： 
PDF 開発ツール 

■ 製品概要： 
PDF Xpress を使用すると、Adobe 社からライセンス供与されている技術を使用し、

PDF ファイルを読み込み・作成・表示をサポートするアプリケーションを簡単に開

発できます。PDF Xpress v3 は、.NET コンポーネントと ActiveX COM コントロー

ルの両方を提供します。PDF ドキュメントの作成、既存の PDF ドキュメントの変

更と再構築、メタデータのアクセス、PDF/A ドキュメントの表示と作成などに利用

できます。テキストなど画像以外の情報を含む PDF を取り扱う場合に、ImagXpress 
SDK と併用することでアプリケーションの画像処理機能が大幅に広がります。 
 

PDF ドキュメントの注釈 
・ 作成 
・ 編集 
・ インポート 
・ エクスポート 

 
 

 
  検索可能な PDF 内のテキスト検索 
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■ 製品の主な特長： 

• PDF 1.7 までの読み込みと PDF 1.6 の書き出し 

• 新規 PDF ドキュメントの作成  

• 画像のみの PDF/A 準拠ドキュメントの作成 

• 既存 PDF ドキュメントのページ分割、結合、移動、削除 

• テキスト抽出とテキスト検索結果の場所を返す 

• PDF ドキュメント内のメタデータ、注釈、しおり、サムネイル、ウォーターマー

クの読み込み、修正、削除 

• 設計図などの大きな PDF 画像を高速に表示 
 

■ PDF Xpress v3 の主な新機能： 

• PDF/A サポート： 画像のみ PDF/A 準拠ドキュメントを作成します。 

• AddText API： PDF にテキスト オブジェクトを追加します。画像上にテキスト

を描画する PDF を作成するとき、データベースからのテキストを使用することが

できます。テキスト位置のほかにフォント サイズおよびスタイルのコントロール

も提供されます。 

• ウォーターマーク： PDF にウォーターマークを追加します。テキスト文字列、あ

るいは画像とテキストを組み合わせた PDF ページを使用できます。PDF の既存

のウォーターマークは取り除かれます。 

• デバイス コンテキストの描画： ページを直接デバイスコンテキストに描画するこ

とにより高速な表示と印刷を提供します。 

■ 動作環境 
 

OS 

 32 ビット OS: Windows Vista、2000 Professional および

Server、XP Home および Professional、Server 2003、
Windows Server 2008 

 32 ビットおよび 64 ビット プロセッサー上で動作する 32
ビット Windows 

 32 ビット実行ファイルは、64 ビット Windows 2000 
Server、2003 Server および Windows 2008 で動作します

スレッディング スレッド セーフ 

開発環境 

ActiveX:  
Microsoft Visual Basic 6  
Microsoft Visual C++ 6  
Delphi 7 および 8 
 
.NET: 
Microsoft .NET Framework 2.0、3.0  
Microsoft Visual Studio 2005  
Microsoft Visual Studio 2008 
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■ 価格 
 

製品名 税込価格  (本体価格) 
PDF Xpress Professional Edition 1 開発者ライセンス ¥ 232,050  (¥221,000) 
PDF Xpress Reader Edition 1 開発者ライセンス ¥ 177,450  (¥169,000) 

 
開発したアプリケーションを配布・運用するには、別途ランタイム (配布用) ライセ

ンスが必要です。 
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/pegasus/pdfxpress.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。 

■ Pegasus Imaging 社について 
米国 Pegasus Imaging 社は、1991 年からドキュメント、医療関連、写真、ビデオ、

組み込みソリューションなどの分野に製品を投入し、デジタル イメージング ソフト

ウェア開発ツール、圧縮テクノロジーを提供します。さまざまな画像またはビデオの

表示、スキャン、印刷、バーコード、OCR、ICR、OMR、MICR、CAD 表示、圧縮 
(JPEG2000、JPEG、Wavelet、TIFF、Lossless JPEG を含む)、その他のソリュー

ションを提供します。 
 
 
 
 
 
 

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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