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Press Release 
報道関係 各位 

2010 年 6 月 24 日 

エクセルソフトは、Java アプリの高速化・最適化ツールの 
最新版 Excelsior JET 7.2 をリリース 

 
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、Java アプリケーションを Windows 用お

よび Linux 用に高速化・最適化する Java 開発ツール「Excelsior JET 7.2」を 2010 年 
6 月 23 日に日本で販売開始しました。新バージョンでは、新しく Java アプリケーショ

ンのスタートアップ時間を短縮する「スタートアップ アクセラレーター」機能が追加さ

れ、大規模な Java アプリケーションの起動が高速になります。また、アプリケーション

のコンパイル時間が 30% 程度、短縮されました。 
 

■ 製品名： 
Excelsior JET 7.2 
(エクセルサー・ジェット 7.2) 

■ 製品カテゴリー： 
Java 開発ツール 
 

■ 製品概要： 
Excelsior JET 7.2 は、Java アプリケーションやコンポーネントであるクラス ファイ

ルを Windows 上では EXE および DLL ファイルに変換し、また、Linux 上では実

行ファイルおよび共有オブジェクトに変換します。変換されたネイティブ コードの

実行ファイルは、Java のクラス  ファイルよりも高速に動作し、かつ、Sun 
Microsystems の JRE を必要としません。また、日本語インストーラーを含む 10 か

国語のインストーラーを作成できる JetPackⅡ が搭載されているため、Excelsior 
JET 7.2 で作成されたアプリケーションを無料で配布することができます。 

■ Excelsior JET 7.2 の新機能： 
• スタートアップ アクセラレーター: 大規模な Java アプリケーションのコールド 

スタートアップ タイムを大幅に短縮します。設定方法は簡単で、JET コントロー

ル パネルの最後のページで「コンパイル後にアプリケーションを実行」を選択す

るだけです。この新機能は、自動ビルドでもサポートされます。 
• ビルド時間の短縮: アプリケーションによっては、バージョン 7.2 にアップグ

レードするだけで、コンパイル時間を 30% 程度、短縮できます。数千のクラスで

構成される大規模な Java アプリケーションのコンパイルでは、50% 程度ビルド

時間を短縮可能です。さらに、xpack を含むインストール パッケージのビルドも 
10% ほど速くなります。 
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• ユーザービリティの強化: 参照パッケージ ファイルで相対パスを使用できるよう

になりました。これにより自動ビルドでインストール パッケージの作成が簡単に

なります。 
 
Excelsior JET 7.2 エンタープライズ エディションには、Eclipse IDE 内から 
Eclipse RCP アプリケーションを最適化、保護、パッケージできる Eclipse IDE 
プラグインが含まれます。 

• インストーラーの強化: インストールを行う際に、既にインストールされている同

じアプリケーションが実行中の場合は、最初にアプリケーションを閉じるように

メッセージを表示します。上書きできないアプリケーションのファイルがある場

合、他のアプリケーションで使用中かどうか確認を促すメッセージを表示し、イ

ンストーラーを停止します。 

■ 動作環境 
 

CPU Pentium III 800 MHz 以上 
メモリ 2 GB 以上 (4 GB を推奨) 
ディスク容量 420 MB 以上 

OS 
Windows: Windows 7、Vista、XP、Server 2008、Server 2003、
または 2000 
Linux : Kernel 2.4.x または 2.6.x、glibc 2.2.5 またはそれ以上 

■ 価格 
 

製品名 税込価格  (本体価格) 
Excelsior JET 7.2 スタンダード エディション 英語版  
Windows 版 (1 年間のベーシック サポート込み) 

¥ 163,800  (¥156,000) 

Excelsior JET 7.2 スタンダード エディション 英語版  
Linux 版 (1 年間のベーシック サポート込み) ¥ 259,350  (¥247,000) 

Excelsior JET 7.2 プロフェッショナル エディション 英語版  
Windows 版 (1 年間のベーシック サポート込み) ¥ 273,000  (¥260,000) 

Excelsior JET 7.2 プロフェッショナル エディション 英語版  
Linux 版 (1 年間のベーシック サポート込み) 

¥ 341,250  (¥325,000) 

Excelsior JET 7.2 エンタープライズ エディション 英語版  
Windows 版 (1 年間のスタンダードサポート込み) ¥ 546,000  (¥520,000) 

Excelsior JET 7.2 エンタープライズ エディション 英語版  
Linux 版 (1 年間のスタンダード サポート込み) ¥ 682,500  (¥650,000) 

ベーシック、スタンダードサポートには 1 年間のメールサポート、無償アップグレード

が含まれます。上記価格は、ダウンロード版の価格です。 
各エディションには、Windows 版 & Linux 版 (バンドル)も用意されています。 
 
 

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/jet/index.html  

http://www.xlsoft.com/jp/products/jet/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。 
 
 
 
 
 
 
 

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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