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エクセルソフトは、COQsoft社の 

Excel 互換の JavaScript グリッド コントロールの 

TreeGrid を販売開始 

 

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、チェコ共和国の COQsoft 社が提供する 

TreeGrid 製品を 2019年 1月 23日より販売開始します。TreeGrid は、HTML ページに

テーブル、グリッド、ツリー ビュー、ツリー グリッド、横棒グラフなどを表示できる

Ajax を使用した 100% ピュア JavaScript の DHTML コンポーネントです。 

 

■ 製品名： 

TreeGrid 

(ツリーグリッド) 

■ 製品カテゴリー： 

JavaScript コンポーネント 

■ 製品概要： 

TreeGrid 製品は、Ajax を使用した  100% ピュア  JavaScript の  DHTML コン

ポーネントです。HTML ページに  Excel ライクなテーブル、グリッド、ツリー 

ビュー、ツリー グリッド、横棒グラフなどを使った高度なデータ入力機能やデータ

表示機能を追加できます。 

TreeGrid は、グリッド機能を提供する  TreeGrid 製品、グラフ機能を提供する 

Gantt chart 製品、スプレッドシート機能を提供する SpreadSheet 製品の 3 製品で

構成され、その中から必要な製品を購入できます。 

 

TreeGrid 製品は、グリッド機能に特化したデータ表示を Web ブラウザー上で実現

します。高度なセルの数式、演算機能や書式の編集機能が提供されるので、Excel ラ

イクなグリッド機能を Web アプリケーションに実装できます。 

 

Gantt chart 製品は、Microsoft プロジェクトや Oracle Primavera などのオンライ

ン プロジェクト管理のソフトウェア開発をサポートします。編集可能な JavaScript 

ツリー グリッドとともに横棒グラフをベースとするインタラクティブな行の表現に

より、複雑な Web ガント チャートから基本的な横棒グラフまで幅広いチャートに対

応します。 

 



SpreadSheet 製品は、スプレッドシート機能を持った Ajax グリッドをベースとす

るセルを Web ブラウザー上で表現します。編集可能な数式、定義済みやカスタマイ

ズされた多数の関数式、書式、枠線、選択されたセルごとの操作、グリッド サイズ

の自動調整、行と列の自動インデックスなどの機能が提供されます。 

■ TreeGrid 製品の主な特長： 

 Excel ライクな高度なセルの計算機能 

 Ajax やページャー コンポーネントを使用した列を無制限に表示する豊富なペー

ジング機能 

 XLSX、XLS、CSV ファイル、HTML テーブルの処理が可能なスプレッドシート 

プログラムや MS Excel へのエクスポート機能 

■ Gantt chart 製品の主な特長： 

 作業計画やスケジュールなどのプロジェクト管理ソフトウェアや MS プロジェク

トや Primavera などのオンライン プロジェクト管理ソフトウェア開発に最適 

 マウスのドラッグによるバーの作成、サイズ調整、移動、削除などのインタラク

ティブなバー 

 作業状況を表示しながら、タスクを期間、終了時期、または両方によって定義 

■ SpreadSheet 製品の主な特長： 

 ファイル システムから選択された、またはグリッドにドラッグ アンド ドロップ

された Excel ファイルの読み込み、表示、Excel への変更保存 

 Web サーバーへのアクセスを必要とせずに Excel ファイルの表示、編集、保存 

 Excel と同じ構文による編集可能な数式 

 

■ 動作環境 

サポートされるブラウザー 

・Microsoft Internet Explorer (IE6 - IE11) 

・Microsoft Edge (IE12 - IE16) 

・Mozilla Firefox (FF1.5 – FF58) 

・Google Chrome (CH3 – CH65) 

・Apple Safari (S3 – S11) 

・Opera (Presto:O9 – O12/WebKit:O15 – O50) 

・Apple iOS (S4 – S11、CH/FF/UC) 

・Android Mobile (CH/FF/UC/Samsung) 

※すべての Trident、Gecko、WebKit、Chromium、 

Blink engine clones を含む 

プログラミング言語 

・ASP.NET (C#, Visual Basic) 

・JSP (Java) 

・PHP 

・AngularJS 1 および 2 (NodeJS REST API) 

・React (NodeJS REST API) 

・HTML 



■ 価格 

製品名 価格 (税抜) 

TreeGrid - API 付き/標準ライセンス ¥237,500 

Gantt chart - API 付き/標準ライセンス ¥237,500 

SpreadSheet - API 付き/標準ライセンス ¥237,500 

 

 年間有償サポートはライセンス合計の 30%、永久有償サポートはライセンス合計

の 90% でご購入いただけます。 

 有償サポートには、無償アップグレードやテクニカル サポートの優先権が含まれ

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。 

https://www.xlsoft.com/jp/products/treegrid/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 永山哲也 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。 

 

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: https://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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