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エクセルソフトは、ヘルプ オーサリング ツールの最新版
フレームレスなレスポンシブ HTML5 アウトプットを
サポートする MadCap Flare 11.0 を販売開始
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、米国 MadCap Software 社のヘルプ オー
サリングツール「MadCap Flare 11.0」を 2015 年 3 月 24 日に日本国内で販売を開始し
ます。MadCap Flare は、マルチ チャンネル パブリッシング用 XML ベースのシングル
ソース コンテンツ オーサリングツールです。
新バージョンの Flare 11.0 では、従来の 3 ペイン スタイルから進化した次世代向け
のフレームレスなレスポンシブ HTML5 アウトプットが可能になりました。
また、画像、段落テキスト、文字列などのドキュメント要素を正確に絶対位置とテキス
ト折り返しをコントロールできます。拡張現実 (AR: Augmented Reality) でコンテンツの
価値を拡張することができます。
また、組織内の任意のメンバーによるコンテンツの寄稿、レビューを可能にし、オーサ
リングおよびレビュー処理を簡易化する MadCap Contributor 7.0、Flare プロジェクトの
コンテンツを分析および修復するレポート ツール MadCap Analyzer 8.0 の新バージョン
も同時に販売開始します。

■ 製品名：
MadCap Flare 11.0
(マッドキャップ・フレア 11.0)
MadCap Contributor 7.0
(マッドキャップ・コントリビューター 7.0)
MadCap Analyzer 8.0
(マッドキャップ・アナライザー 8.0)

■ 製品カテゴリー：
MadCap Flare : ヘルプ オーサリング ツール
MadCap Contributor : コンテンツ レビュー ツール
MadCap Analyzer : ヘルプ プロジェクト分析ツール
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■ 製品概要：
MadCap Flare
MadCap Flare は、さまざまな目的、言語、形式に対応したオーサリングとパブリッ
シュを可能にします。Flare の直感的なユーザー インターフェースにより、シングル
ソース ドキュメントからコンテンツ作成と管理、既存のオーサリング プロジェクト
のインポートができ、Web 用、デスクトップ用、モバイル用、印刷文書など幅広いパ
ブリッシュ形式が簡単に生成できます。

■ MadCap Flare 11.0 の主な新機能：


従来の 3 ペイン スタイルから、なめらかで、美しく、ナビゲーションしやすい
最新のフレームレス HTML5 レスポンシブ Web 出力に移行：
オンライン ヘルプ、規則ガイド、知識ベース、その他多数の出力用に素晴らしい
トップ ナビゲーション Web 出力を作成できます。
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絶対位置とテキスト折り返しで印刷と Web 用に追加されたコントロール：
印刷と Web コンテンツの両方で置かれる画像、段落、テキストまたはその他の
ドキュメント要素を正確にコントロールします。



拡張現実 (AR: Augmented Reality) でコンテンツの価値を拡張：
3D オブジェクトまたはその Web へのリンクとして、拡張現実 (AR:
Augmented Reality) をドキュメントに追加します。画像または 3D オブジェクト
は、スマートフォンやタブレットを使用して、インタラクティブで魅力的なコン
テンツをトリガーすることができます。



ひとつのドキュメントに複数の PDF ファイルを簡単にマージ：
配布を簡単にするため、ひとつの PDF の中に、英語、フランス語、ドイツ語の
クイック スタート ガイドなどのような任意の数の PDF ドキュメントを結合で
きます。



バックグラウンドおよび同時にターゲット ビルドで生産性の向上：
作業中にバックグラウンドで複数のターゲットをビルドできます。ビルド ウィン
ドウが生成される各ターゲットの進捗状況を表示します。



Microsoft® Word™ と新しい Doc-To-Help のインポート サポートの強化：
Microsoft® Word™ インポート機能は、複数の方法で強化されました。また、新し
い Doc-To-Help インポート機能が追加されました。



ひとつのドキュメントに複数の PDF ファイルを簡単にマージ：
配布を簡単にするため、ひとつの PDF の中に、英語、フランス語、ドイツ語の
クイック スタート ガイドなどのような任意の数の PDF ドキュメントを結合で
きます。



その他の新機能と改良点：
印刷関連の強化、画像関連の強化、検索の強化 (検索結果ランク、検索フィルタ
など)、クイック起動バーなど。

■ 動作環境
MadCap Flare 11.0 の推奨システム
CPU
Pentium 4 またはそれ以上のプロセッサー
メモリ
4096 MB 以上
OS
Windows 7 または Windows 8 (32 / 64 ビット、すべての
必要なアップデートを含む)
必 要 な ソ フ ト ウ ェ Microsoft .NET Framework 4.5.1 (Windows XP では、4.0)
出力されるアウトプットにより、必要となるソフトウェアが異な
ア
ります。詳細は弊社 web ページをご参照ください。
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■ 価格
製品名

税抜価格

MadCap Flare 11.0 新規購入 (ダウンロード版)

¥150,000

MadCap Flare 11.0 アップグレード購入 (ダウンロード版)

¥75,000

MadCap Flare 11.0 RoboHelp 乗り換え購入 (ダウンロード版)
MadCap Flare 11.0 サポートメンテナンス(ブロンズ 1 年)

¥105,000
¥68,000

恒久ライセンスのほかに 1 年間のサブスクリプション ライセンス、複数ユーザーで
利用できるフローティング ライセンスも用意しております。
製品の詳細および価格については、弊社 Web ページをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/madcap/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。
■ MadCap Software 社について
MadCap Software 社は、コンテンツ開発、配布、管理のための密接に統合した
MadCap アプリケーション製品でドキュメント業界をリードしています。MadCap の
ソフトウェアは、印刷文書、オンライン、および Web のパブリッシングで最先端の
コンテンツ ワークフロー ソリューションを提供します。
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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