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エクセルソフトは、PDF を API で操作できる SDK の
最新版 BCL easyPDF SDK を販売開始
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、PDF を API で操作できる SDK の最新
版 BCL easyPDF SDK 8.0 を 2016 年 5 月 11 日より販売開始します。
BCL easyPDF SDK は、ソフトウェア開発者のための PDF アプリケーション開発用
API ツールキットです。さまざまなプログラミング言語をサポートし、Office ドキュメ
ントの PDF 出力、PDF の編集、操作、PDF から画像への変換などを行うアプリケー
ションを簡単に開発することができます。

■ 製品名
BCL easyPDF SDK 8.0
(ビーシーエル・イージーピーディーエフ エスディケイ 8.0)
■ 製品カテゴリー
PDF アプリケーション開発用 API ツールキット
■ 製品概要
BCL easyPDF SDK は、ソフトウェア開発者のための PDF アプリケーション開発用
API ツールキットです。さまざまなプログラミング言語のアプリケーションからプロ
グラム的に、Office ドキュメントの PDF 出力、PDF の編集 (しおり、透かし、署
名、テキストの追加など)、PDF の操作 (ページの抽出、結合、回転、PDF の暗号化
など)、PDF から画像形式 (BMP、JPEG、GIF、TIFF など) への変換、PDF フォー
ム データの挿入や抽出などを行うアプリケーションを簡単に開発することができま
す。
■ 製品の主な特長
BCL easyPDF SDK には、PDF 出力、操作、編集などのさまざまな処理に必要な
API 一式が含まれています。PDF の生成、編集、操作を数行のコードでアプリケー
ションに実装できるよう設計されているため、サーバー アプリケーションやデスク
トップ アプリケーションに簡単に統合でき、開発プロセスと保守プロセスに必要な
時間と費用を節約することができます。
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わずか 3 行のコードで PDF を作成
多数のプログラム言語で使用可能
画像ファイルから PDF への変換、PDF から画像ファイルへの変換をサポート
Acrobat Reader を使用せずに PDF をプログラム的に物理プリンタから印刷
BCL Technologies 社独自の PDF エンジンにより、PostScript 中間ファイルを生
成することなく高パフォーマンスな変換処理で高品質な PDF 出力を実現
サーバー環境における非インタラクティブな Office ファイルの PDF 変換をサ
ポート

■ BCL easyPDF SDK 8.0 の主な新機能
・ プログラミング コードを自動生成できる Action Center
新機能の easyPDF SDK Action Center では、画面上で出力プロパティを指定する
だけで、C#、VB.NET、Java のプログラム ソース コードの生成、プロジェクト
の生成、実行ファイルの生成を自動で行えます。本製品の API の知識はもちろん、
プログラミング言語の知識や Visual Studio 環境がなくとも、本製品を使用したア
プリケーションを簡単に生成できます。
・ C# / .NET、Java 向けのネイティブ API
従来の COM オブジェクトに加え、C# / .NET、Java 向けのネイティブ API が提
供されます。このネイティブ API により、配布環境での COM のインストール
やレジストリ登録が不要、マルチスレッド環境での動作安定性の向上、アプリ
ケーションの異常終了時のエラー検出、サーバー環境での非インタラクティブ
PDF 出力処理の安定性の改善など、多くの利点が得られます。
・ PDF 出力、操作機能の追加
Word や HTML を PDF へ変換する際にハイパーリンクを保持、Outlook の添付
を PDF に変換、特定の文字列を PDF から削除、などの機能が追加されました。
■ 動作環境
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Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
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XP
Server 2003 および 2003 R2
Vista
Server 2008 および 2008 R2
7
8 および 8.1
Server 2012 および 2012 R2
10

※上記の 32 / 64 ビット版がサポートされます。
※製品のフル機能は .NET Framework 4.x 以降が必要です。
サポートされる
ソフトウェア

・ Microsoft Office 2003、2007、2010、2013、2016
・ Microsoft Visio 2003、2007、2010、2013、2016
・ Microsoft Publisher 2003、2007、2010、2013、2016
・ Microsoft Internet Explorer 6、7、8、9、10、11
※Office 2003 / 2007 は非推奨。2010 以降を推奨。
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開発環境

プログラミング言語
・ C++、C#、VB.NET、Java、VBScript
・ その他 COM をサポートする言語 (Delphi、PHP など)
プラットフォーム
・ x86-32、x86-64、.NET、ASP.NET、Java、Classic ASP
開発ツール
・ Visual Studio 2002、2003、2005、2008、2010、2012、
2013、2015
・ Visual Basic 6、Visual C++ 6
・ Oracle JAVA SE Development Kit 1.5 またはそれ以降

■ 価格
製品名
BCL easyPDF SDK 社内運用向け (デスクトップ配布セット)
BCL easyPDF SDK 社内運用向け (サーバー配布セット)
BCL easyPDF SDK 社内運用向け (Web サーバー配布セット)
※
※
※
※
※

税抜価格
¥82,900
¥375,800
¥477,300

上記の価格はすべて税抜価格です。購入の際は、別途、消費税を申し受けます。
各配布セットには、開発用、配布用のライセンスが 1 ライセンスずつ含まれます。
複数のマシンでの開発や配布の際は、割引価格でご提供いたします。
初年度は別途 30% の年間サポート & メンテナンスの同時購入が必須です。
年間サポート & メンテナンスには、1 年間の無償アップグレード、日本語による
メール サポートが含まれます。

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/bcl_tech/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 名取弘人 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。
■ 米国 BCL Technologies 社について
BCL Technologies 社は、米国国防省関連の研究機関である国防高等研究計画庁
(DARPA : Defense Advanced Research Projects Agency) と 先 進 技 術 プ ロ グ ラ ム
(ATP) から資金援助を得ておこなわれている文書解析研究で、独自の文書管理技術を
開発しており、これらの技術は NASA、NSF、および DARPA が研究している電子ラ
イブラリの商用化に貢献しています。BCL Technologies 社は 1993 年に設立され、
シリコンバレー (米国カリフォルニア州サンノゼ市) に本社があります。
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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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