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エクセルソフトは、ヘルプ
エクセルソフトは、ヘルプ オーサリング ツールの最新版
レスポンシブ レイアウトを
レイアウトを簡単に編集できる
MadCap Flare 12.0 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 12.0」を 2016 年 3 月 23 日に日本国内で販売を開始し
ました。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。
Flare 12 は、全体的なオーサリング環境と生産性の向上に重点を置いて、これまで以
上に革新的な、業界初の機能が追加されています。
レスポンシブ コンテンツ上のより細かいコントロール、完全に再設計されたスタイル
シート エディター、シングル アウトプットから複数の言語のハイエンドな印刷文書を生
成する機能は、今回のリリースのハイライトです。
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 8.0、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 9.0 の新バージョン
も同時に販売開始します。

■ 製品名：
MadCap Flare 12.0
(マッドキャップ・フレア
マッドキャップ・フレア 12.0)
MadCap Contributor 8.0
(マッドキャップ・コントリビュータ
マッドキャップ・コントリビューター
マッドキャップ・コントリビューター 8.0)
MadCap Analyzer 9.0
(マッドキャップ・
マッドキャップ・アナライザー
マッドキャップ・アナライザー 9.0)

■ 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 12.0 の主な新
主な新機能：
機能：


新しいレスポンシブ レイアウト エディター：
エディター：
レスポンシブ HTML5 トップ ナビゲーション Web アウトプットの作成は、完
全にコンテンツ作成者の制御下になりました。レスポンシブ レイアウト エディ
ターは使いやすく、コーディングを必要としません。Web 開発とコーディングで
費やされた時間は、今や、数分で行うことができます。



シングル プロジェクトから多言語の Web および印刷パブリッシング：
および印刷パブリッシング
まったく新しくなった多言語パブリッシング機能により、印刷およびオンライン
コンテンツの両方をシングル アウトプットでパブリッシュできます。
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変更履歴を Microsoft® Word および PDF アウトプットで保持：
アウトプットで保持
強化されたレビュー、コラボレーション、監査証跡のために追跡された変更履歴
を Microsoft Word および PDF で保存できます。



完全に再設計されたスタイルシート エディター：
エディター
新しいスタイルシート エディターには、複数のメディア ビュー (Web、印刷、
モバイル、タブレットなど、あるいは任意の数のカスタムビュー)、より複雑なセ
レクター、メディア クエリーなどが追加されました。



新しいスニペット機能強化：
新しいスニペット機能強化
ピン止め、グループ化、個々のスニペット上のスニペット コンディション、スニ
ペット変数などスニペットの強化。



その他の新機能と強化
その他の新機能と強化点
強化点：
64 ビット サポート、用語集の強化、インデックスのソート強化、言語ごとのス
マート引用符、LaTeX と MathML 式のサポート、ソース管理機能の強化、ド
ロップダウンおよび拡張テキストの機能強化、マスターページの機能強化、
HTML 要素の改ページ独立、XML エディターの機能強化、高度なテーブルソー
ティング、その他多数。

■ 動作環境
MadCap Flare 12.0 の推奨システム
CPU
メモリ
OS
必要なソフトウェア

Pentium 4 またはそれ以上のプロセッサー
4096 MB 以上
Windows 7、Windows 8、Windows 10
(32 / 64 ビット、すべての必要なアップデートを含む)
Microsoft .NET Framework 4.5.1
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
ります。詳細は弊社 web ページをご参照ください。

■ 価格
製品名

税抜価格

MadCap Flare 12.0 新規購入 (ダウンロード版)
MadCap Flare 12.0 アップグレード購入 (ダウンロード版)
MadCap Flare 12.0 他製品からの乗り換え購入 (ダウンロード版)
MadCap Flare 12.0 サポートメンテナンス(ブロンズ 1 年)

¥150,000
¥75,000
¥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
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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 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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