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エクセルソフト社は、米国 Infragistics® 社の Windows 用 
GUI 開発コンポーネント NetAdvantage® for .NET 

2008 Volume 2 を 2008年 6月 12日より販売開始します。 
 
■ 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、Infragistics® 社の Windows 用 GUI 開発コンポーネント製品 
NetAdvantage® for .NET 2008 Volume 2 を 2008年 6月 12日から日本で販売開始します。 
 
■ 製品名：  
 
 
 

NetAdvantage® for .NET 2008 Volume 2 英語版 
(ネットアドバンテージ for .NET 2008 ボリューム 2) 

• 

■ 製品カテゴリ：  
Windows 用 GUI 開発コンポーネント 
 
■ 製品概要 
 NetAdvantage® for .NET は、洗練されたアプリケーション UI 
を短時間で簡単にデザインし、Windows フォームや ASP.NET 
に高度なユーザ体験を提供するツールセットです。 
NetAdvantage® for .NET には、グリッド、スケジュール、グラフ、
ゲージ、ナビゲーション、リボン、ツールバー、メニュー、リスト

バー、ツリー、タブ、エクスプローラ バー、UI その他多数のエ
ディタに加え、Application Styling™ など、基本的なインター
フェース コンポーネントがすべて含まれます。 
 
■ NetAdvantage® for .NET 2008 Volume 2 の新機能 

NetAdvantage® for Windows Forms 
Infragistics WinGrid™ (機能強化) では、データを別の視点から参照することを可能とし
た CardView Printing 機能、カラム ヘッダの回転機能、行編集テンプレートなどの機能
が強化されました。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

WinChart™ (機能強化) では、新しく TreeMap グラフが追加され、データの階層や関
連性を、ネストされた四角形で視覚的に表示できます。 
WinValidator™ (新機能) は、エンドユーザのデータ入力値を最小限のコードで検証でき
る拡張コントロールです。 
WinDockingManager™ (新機能) により、エンドユーザは、Visual Studio® 2008 で提
供されるドッキング スタイルを使用できます。 

 
NetAdvantage® for ASP.NET 

WebSlider™ (新機能) は、ASP.NET ベースの軽量なスライダー (TrackBar) コント
ロールです。 
WebHierarchicalDataSource™ (新機能 ) により、開発者は  SqlDataSource や 



ObjectDataSource などの標準のフラット データソースから複雑な階層データ ビューを
構築することが可能です。データは標準の ASP.NET 階層データ インターフェースを使
用して公開されるため、データは階層表示が可能な他のコントロールにバインドすること

が可能です。 
 
■ 動作環境 

Visual Studio 2005 または 2008 上で動作する Windows フォーム、ASP.NET、および 
Tablet PC 
※ .NET Framework 1.x 環境はサポートされません。 

 
■ 価格 

NetAdvantage® 2008 Volume 2 には、下記の 3 製品があります。 
 
単体製品： 
• 

• 

• 

• 

NetAdvantage® for ASP.NET 2008 Volume 2 英語版 
 (年間サブスクリプション/ソースコード含む)  ¥ 92,400 税込価格 (本体価格 ¥ 88,000) 
 
NetAdvantage® for Windows Forms 2008 Volume 2 英語版 
(年間サブスクリプション/ソースコード含む)   ¥ 92,400 税込価格 (本体価格 ¥ 88,000) 

 
バンドル製品： 

NetAdvantage® for .NET 2008 Volume 2 英語版 
(年間サブスクリプション/ソースコード含む)  ¥ 113,715 税込価格 (本体価格 ¥ 108,300) 
※ 本製品には、上記の 2 つの単体製品が含まれます。 
 

NetAdvantage® for .WPF とのバンドル製品もあります。 
NetAdvantage® for .NET 2008 Volume 2 + WPF 2007 Volume 2 英語版 
(年間サブスクリプション/ソースコード含む)  ¥ 140,490 税込価格 (本体価格 ¥ 133,800) 

 
■ 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

本国内において販売しています。主に、コンパイラ、ソフトウェア解析ツール、デバイスドライバ

開発ツールを提供し、開発者の多様なニーズに応えています。 

また、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 Infragistics 社について 
米国 Infragistics 社は、プレゼンテーション レイヤー技術の世界的なリーディング カンパニー
です。Windows フォーム、ASP.NET、タブレット PC、および Java 環境のために最高品質の
再利用可能なプレゼンテーション レイヤー開発ツールを顧客に提供できるように努めています。
Infragistics 社のツールを使用して、開発サイクルを短縮しエンド ユーザへの使いやすさを向上さ
せることにより、顧客自身とソフトウェア開発チームはプレゼンテーション レイヤーの潜在能力
を発揮させることができます。 

 
このプレス・リリースについてのお問い合わせは下記までお願い申しあげます。 

［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     URL:http://www.xlsoft.com/jp 
FAX:03-5440-7876     E-mail: 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。 


