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エクセルソフトは、AutomatedQA 社の
使いやすさを追求した自動テストツールの
新バージョン TestComplete 7 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、
AutomatedQA 社の自動ソフトウェア テスト ツール「TestComplete 7」を 2009 年 5 月
13 日から日本で販売開始いたします。TestComplete は、Winodws、Web または リッ
チクライアント ソフトウェアのテストを作成、管理、実行する自動テストツールです。
新バージョンで追加された新しいスクリプト不要の「キーワード テスト」は、使いやす
く初めての方でも自動テストを簡単に作成することができます。自動テストによりテスト
実行がさらに速くなり、テスト範囲も広がり、コストの削減が可能になります。
■ 製品名：
TestComplete 7
(テストコンプリート 7)
■ 製品カテゴリー：
自動ソフトウェア テスト ツール
■ 製品概要：
単体／機能／レグレッション／分散および HTTP パフォーマンス テストをプロジェ
クト レベルでサポートする自動ソフトウェア テスト ツールです。TestComplete は、
開発ツールに依存しません。C#、Visual C++、Delphi、または Java で作成されたア
プリケーションに関係なく、どんなアプリケーションでもユーザーのアクションをシ
ミュレートできます。

TestComplete 7
使いやすさを追求した新バージョン
初めてのユーザー向けのスクリプト無用のテスト
精通したユーザー向けに強力な機能を搭載
手頃な価格で使いやすい！
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■ TestComplete の主な新機能と改良点：
TestComplete 7 は、多くの新機能の追加と改良がなされ、さらに強力で使いやすく
なりました。
• キーワード テスト
今までは、スクリプトの記録と記述によってテストを作成していました。低レベル
のプロシージャまたは HTTP タスクのようなテストは記録することができました
が、自動テストの主なソースは、スクリプト コードでした。新バージョンでは、
「キーワード テスト」または「キーワード ドリブン テスト」と呼ばれるスクリ
プトに代わる簡単でありながら強力なテスト作成方法が追加されました。

• サード パーティ コントロールの拡張サポート
サードパーティ コントロール ライブラリのサポート、グリッド コントロールの
拡張サポート、新しいグリッド アクション、XtraGrid レイアウト ビューのサ
ポート、拡張したオブジェクト マッピング、新しいテキスト認識サービスの追加
• 全体的な改良点
WinCE アプリケーション、Qt アプリケーションのテスト、wxWidgets サポート
自動名前マッピング、テーブル変数
Qt アプリケーションのテスト、wxWidgets サポート
SDK をサポートするカスタム コントロール
コンソール アプリケーションのテスト
To Do パネル、スタートページ、インタラクティブ ヘルプ
• その他の改良点
改良されたレコーディング、テスト ログの拡張、Object Browser の改良、Web
テスト、負荷テストの改良など多数
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■ 動作環境

CPU

Pentium II 400 MHz 以上
(Pentium 4 3 GHz、Intel Core 2 Duo 2 GHz 以上を推奨)

メモリ

256 MB 以上
(Windows XP および Server 2003 では 1GB 以上、
Windows Vista および Server 2008 は、2GB 以上を推奨)

空きディスク容量

460 MB 以上 (500MB 以上を推奨)

OS

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

Vista (32-bit および 64-bit Edition)
Server 2008 (32-bit および 64-bit Edition)
XP (32-bit および 64-bit Edition)
Server 2003 (32-bit および 64-bit Edition)
2000
NT SP6 以降

その他に Java アプリケーション、.NET オープンアプリケーションなどのテストによっ
て必要とする環境が異なります。詳細は弊社 Web ページをご参照ください。
■ 価格
製品名
TestComplete 7 Standard
固定ユーザーライセンス

税込価格 (本体価格)
¥ 147,000 (¥140,000)

TestComplete 7 Standard
フローティング ユーザー ライセンス
TestComplete 7 Enterprise
固定ユーザーライセンス
TestComplete 7 Enterprise
フローティング ユーザー ライセンス
TestComplete 7 Universal
固定ユーザーライセンス

¥ 441,000

(¥420,000)

¥ 294,000

(¥280,000)

¥ 661,500

(¥630,000)

¥ 441,000

(¥420,000)

2009 年 6 月 30 日まで、「新年度スタート キャンペーン」実施中です。上記の定価
から 15% オフで提供します。
製品の詳細およびキャンペーンについては、弊社 Web ページをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/automatedqa/index.html
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■ 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。
■ AutomatedQA 社について
AutomatedQA は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスべガスで 1999 年に設立され、現在
マサチューセッツ州に本拠を持っています。AutomatedQA は、低価格で機能豊富な
開発者向けツールと品質保証技術を提供し、迅速で正確な製品サポートを提供します。

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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