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Press Release 
報道関係報道関係報道関係報道関係 各位各位各位各位 

2010年年年年 10月月月月 7日日日日 
エクセルソフトエクセルソフトエクセルソフトエクセルソフトはははは、、、、Silverlight 4対応対応対応対応のののの画像処理画像処理画像処理画像処理 SDK  

ImageGear for Silverlight v18 とととと 
ブラウザベースブラウザベースブラウザベースブラウザベースののののイメージイメージイメージイメージ ビューアビューアビューアビューア  

Prizm Viewer v9ををををリリースリリースリリースリリース  
 
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、Accusoft Pegasus 社の次世代の画像ベー

スによるリッチなインターネット アプリケーションをビルドする業界初の総合的な 
Silverlight 画像アプリケーション開発ツールキット「ImageGear for Silverlight v18」を 
10月 5日より販売を開始しました。 
また、Web ブラウザに TIFF、PDF、CAD、JPEG 2000 などを表示する機能を追加し、
画像の印刷、拡大、回転、サムネイル ナビゲーション、注釈機能を提供するブラウザ
ベースのイメージ ビューアの新バージョン「Prizm Viewer v9」を 9月 1日から販売開始
しました。 
 

■ 製品名製品名製品名製品名：：：： 
ImageGear for Silverlight v18  
  (イメージギア・フォー・シルバーライト v18) 
Prizm Viewer v9 
(プリズム・ビューア v9) 

■ 製品製品製品製品カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー：：：： 
ImageGear for Silverlight : 画像処理開発ツール 
Prizm Viewer : イメージ ビューア  

■ 製品概要製品概要製品概要製品概要：：：： 
ImageGear for Silverlight v18  
Silverlight 4.0 用に設計され、ハイレベルなコントロール、洗練されたレイアウト オ
プションとパワフルな画像処理を持つ高速な表示エンジンを提供し、クライアント上

で画像処理をすることで、バックアンドのインフラ コストを最小限に抑えることが
できます。 
 
Prizm Viewer v9 
Prizm Viewer は、比類なきパワーと柔軟性、利便性で、Internet Explorer と FireFox 
ブラウザにドキュメント表示機能を追加します。TIFF、PDF、CAD、JPEG 2000 お
よび多数の画像を 1つのビューアで自動的に表示できます。 
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■ ImageGear for Silverlight v18 のののの主主主主なななな新機能新機能新機能新機能：：：： 
• 新しいアノテーション サポート:  
テキスト トリミング、ポイント、カーブを含む新しいアノテーション  
テキスト ベースのアノテーションをクリップボードにコピー＆ペースト 

• DICOM 強化:  
画像の表示と提示状態定義と一致するアノテーションを可能にする  DICOM 
Presentation State をサポート  

• 表示最適化:  
印刷および表示メソッドは、16MB以上のデータセットで動作可能  

• 印刷とスキャンニングが利用可能:  
新しい ImageGear.Printing 名前空間 API を通して印刷  
印刷前の印刷プレビュー コントロールと画像確認のダイアログ  
ローカルで実行時に TWAIN スキャナーから直接画像を取得  

• ページビュー コントロールの強化:  
新しい ドラッグ アンド ドロップ イベント  
マルチタッチ ディスプレイのサポートで、次世代のタッチベース デバイスに対応 
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■ Prizm Viewer v9 のののの主主主主なななな新機能新機能新機能新機能：：：： 
• ポスター印刷機能の拡張: すべてのプリンタで大きな設計図の印刷が可能  
• 2 アップ、および 4 アップ ドキュメント印刷: 一枚の用紙に複数の画像を印刷可
能にするサポート強化 

• Windows 7 のサポート  

 
 
 

■ 動作環境動作環境動作環境動作環境 
ImageGear for Silverlight v18 

OS 
Windows 2000、XP、Vista、Windows 7、 
Windows Server 2003、2008、2008R2 
Mac OS 10.4.11以上 (Intel ベース) 

開発環境 Microsoft Silverlight 4 
 
 Prizm Viewer v9 

OS 
Windows 2000、XP、Vista、Windows 7、 
Windows Server 2003、2008  
(32bit および 64 bit エディション OS 上で 32 bit ActiveX と
して動作) 

ブラウザ Internet Explorer 6、7、8 
Firefox 1.5、2.0、3.0、3.5、3.6  
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■ 価格価格価格価格 
ImageGear for Silverlight v18 開発者ライセンス価格  
製品名 税込価格  (本体価格) 
ImageGear for Silverlight v18 ¥ 273,000  (¥260,000) 
ImageGear for Silverlight Medical v18 ¥ 409,500  (¥390,000) 
ImageGear .NET Suite v18 with Silverlight ¥ 546,000  (¥520,000) 
ImageGear Medical v18 suite for .NET ¥ 682,500  (¥650,000) 
 
PrizmViewer v9 クライアント ランタイムライセンス価格  
製品名 税込価格  (本体価格) 
PrizmViewer v9  (1～4台までの単価) ¥ 13,020  (¥12,400) 
PrizmViewer v9  (5～9台までの単価) ¥ 11,970  (¥11,400) 
PrizmViewer v9 with PDF  (1～4台までの単価) ¥ 18,480  (¥17,600) 
PrizmViewer v9 with PDF  (5～9台までの単価) ¥ 17,010  (¥16,200) 
開発したアプリケーションを配布・運用するには、ランタイム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/ig-silverlight.html 
http://www.xlsoft.com/jp/products/pegasus/prizmviewer.html 

■ エクセルソフトエクセルソフトエクセルソフトエクセルソフト株式会社株式会社株式会社株式会社についてについてについてについて 
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。 

■ Accusoft Pegasus 社社社社についてについてについてについて 
Accusoft Pegasus 社は、1991 年に Pegasus Imaging の社名で設立され、ドキュメ

ント、医療関連、写真、ビデオ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てきました。Accusoft Pegasus 
社は、バーコード、画像圧縮、DICOM、フォーム処理、PDF、ビデオなどを含むイ
メージング テクノロジー ソリューションを提供し、業界をリードするイメージング
開発ツールの総合プロバイダです。 
 

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。 

http://www.xlsoft.com/jp/products/pegasus/ig-silverlight.html
http://www.xlsoft.com/jp/products/pegasus/prizmviewer.html

