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エクセルソフトは、ヘルプ オーサリング ツール
MadCap Flare 2017 と
新製品のクラウドベースのコンテンツ管理ツール
MadCap Central 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 2017」を 2017 年 1 月 17 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 2017 では、新製品の MadCap Central の統合機能のほかに、編集中のトピック
をプレビュー ウィンドウで動的にライブ表示、クリーンな XHTML の出力、トピックタ
イトルと目次エントリーの同期など Flare でのオーサリングおよびパブリッシュ機能が
さらに強化されています。
新製品の MadCap Central は、コンテンツクリエーターのためのクラウドベースのコン
テンツおよびプロジェクト管理ツールで、MadCap がホスティングするので、IT 部門の
リソースを必要としません。

■ 製品名：
MadCap Flare 2017
(マッドキャップ・フレア 2017)
MadCap Central
(マッドキャップ・セントラル)
■ 製品カテゴリー：
MadCap Flare : ヘルプ オーサリング ツール
MadCap Central : コンテンツ管理ツール
■ 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 ドキュメントから多言語の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。
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MadCap Central
MadCap Central は、Flare プロジェクトとコンテンツを管理し、クラウド上にホス
ティング、ビルドの自動化、タスクの追跡など、チームでの Flare のオーサリング機
能を拡張します、
■ MadCap Flare 2017 の主な新機能：


新しいクリーンな XHTML アウトプット：
MadCap 固有のタグだけでなく、スキン、検索、ナビゲーション、その他の追加
機能も削除したアウトプットは、MadCap で生成されたファイルに依存しませ
ん。特に他のシステムでこの単一ソース コンテンツを再利用する必要がある場合
に便利です。



ダイナミック プレビュー ウィンドウで印刷、HTML5 などを含むアウトプット
をライブ表示：
プレビュー ウィンドウが動的になり、XML エディターで作業および変更中に開
いたままにすることができます。



インポート時に Microsoft Word の等式を MathML に変換：
Office Math Markup Language (Word で利用される形式)をインポート時に (Web
標準および Flare 形式の) MathML に変換します。



トピック タイトルと目次エントリーの同期：
Flare の新しいシステム変数を使用すると、目次エントリーがトピック タイトル
と同期することを保証されます。トピック タイトルが変更されたとき、目次エン
トリーは自動的に更新されます。

生産性の向上と不具合修正、さらに、強力なクラウドベースのコンテンツ管理ツール
MadCap Central を統合できます。
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■ MadCap Central の主な新機能：
コンテンツの品質を向上させ、タスクと生産性スケジュールでより深い洞察を得て、
チームや部門内で協力して作業し、Madcap Flare のオーサリングとパブリッシュ機
能をさらに拡張するためプロセスを自動化します。


プロジェクトとコンテンツを一か所で集中管理



クラウドでプロジェクトとコンテンツをホスティング



複数のタスクビューでタスクの追跡と管理



アクセスのコントロールとコンテンツの品質を維持するためのユーザー権限の割
り当て



効率的にプロジェクトを管理するためにチームでのコラボレーション



迅速かつ容易にビルドを自動化、管理、パブリッシュ



カスタマイズ可能なダッシュボードとウィジェットで完全なプロジェクトの可視
性を取得



スケーラブルで組織の規模に関係なく利用可能
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■ 動作環境
MadCap Flare 2017 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)
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 2017 (恒久ライセンス) (1 年間のサポート付き)

¥218,000

MadCap Flare 2017 サブスクリプション 1 年間 (1 年間のサポート付き)

¥98,000

MadCap Flare 2017 (恒久ライセンス) アップグレード購入

¥105,000

MadCap Central サブスクリプション 1 年間 (1 ユーザー)

¥143,000

シングル ユーザー ライセンスのほかに、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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