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Press Release
報道関係 各位

2012 年 3 月 7 日

エクセルソフトは、ヘルプ オーサリング ツールの最新版

MadCap Flare 8.0 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 8.0」を 2012 年 3 月 5 日に日本国内で販売を開始しま

した。MadCap Flare は、コンテンツの再利用を最大限に活用できるシングル ソースか

ら多数の出力形式をパブリッシュ可能なオーサリング ツールです。

新バージョンの Flare 8.0 では、新しいフレームレスな HTML5 Web 出力、eBook 向

けの ePub 形式の出力が追加されました。また、リボン UI でデザインが一新しさらに

使いやすくなりました。

今回、同時にバージョンアップし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 4.0、Flare プロジェクトとコンテンツを分析し、レポートする MadCap

Analyzer 5.0、画面キャプチャーツール MadCap Capture 6.0 の 3 製品も販売開始します。

■ 製品名：

MadCap Flare 8.0

(マッドキャップ・フレア 8.0)

MadCap Contributor 4.0

(マッドキャップ・コントリビューター 4.0)

MadCap Analyzer 5.0

(マッドキャップ・アナライザー 5.0)

MadCap Capture 6.0

(マッドキャップ・キャプチャー 6.0)

■ 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

MadCap Capture : 画面キャプチャー ツール

■ 製品概要：

MadCap Flare

MadCap Flare は、テクニカル ライター、コンテンツ作成者、ドキュメント専門家向

けの XML ベースのオーサリングおよびパブリッシング ソリューションです。Flare
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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、幅広いパブ

リッシュ形式のすべてが簡単になります。

構造化したトピック ベースのコンテンツ開発によるパワフルで洗練された情報の発

信。コンディショナル テキスト、変数、スニペット、目次などによる簡単なコンテ

ンツの作成、管理、再利用。シングルソースからクロスブラウザ、クロスプラット

フォーム ヘルプ、HTML Help、.NET アプリケーション用へルプ、PDF、Word、モ

バイル用ヘルプなど多種多様なアウトプットを生成できます。

■ MadCap Flare 8.0 の主な新機能：

 HTML5 出力：新しいフレームレスな HTML5 出力は、検索エンジン フレンド

リーで、さらにリンクを共有しやすい完全なトピック URL を含む Google スタ

イル検索結果を表示します。検索結果を改良するためにカスタムのメタデータを

トピックに追加することもできます。

 滑らかな新しい UI：新しいユーザーインターフェースで、完全にデザインが一新

されました。リボン機能、クイック アクセス ツールバー、新しい入門ウィザー

ドなどでオーサリングが向上し、使いやすくなりました。

 ePub 出力を含むモバイル パブリッシング：任意のモバイル デバイス上の読者

にコンテンツが届くことを保証します。WebHelp モバイルと組み合わせて、

eBook 用の新しい ePub 出力により、Flare は究極のパブリッシング ツールに

なります。

 ハイエンドな印刷パブリッシング：改良された Named Destination (名前付き飛び

先) サポートなどの新しい印刷機能と機能強化により、今まで以上のハイエンド

な印刷パブリッシングが可能になります。

 管理者と専門家用の無償レビューツール：評価版の MadCap Contributor には、

無期限の無償レビューおよびアノテーション モードが含まれ、管理者、専門家お

よび Flare 利用者間でレビューが可能になります。

 Word、FrameMaker、DITA ファイル用の新しいインポートウィザード：他のプ

ログラムおよびソースからの既存コンテンのインポートは、さらに簡単になりま

した。新しいインポート ウィザードは、目的のドキュメント コンテンツと属性

をインポートすることを保証するため、大規模なドキュメントをインポートする

手順を説明します。

 変数、条件、ファイルタグ用のワークフロー改良：新しいワークフローは、ファ

イルの関連性を壊すことなく、変数、条件タグ、ファイル タグの名称変更および

更新をすることができます。
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■ 動作環境

MadCap Flare 8.0 の必要システム

CPU Pentium 4 またはそれ以上のプロセッサー

メモリ 4096MB 以上

OS Windows XP SP2 以降、Windows Vista SP1、

Windows Server2003、Windows 7 （32 / 64 ビット)

必要なソフトウェア Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 またはそれ以降
Microsoft SQL Compact Edition 3.5 SP1
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 税込価格 (本体価格)

MadCap Flare 8.0 新規購入 (ダウンロード版) ¥ 126,000 (¥120,000)

MadCap Flare 8.0 アップグレード購入 (ダウンロード版) ¥ 63,000 (¥60,000)

MadCap Flare 8.0 RoboHelp 乗り換え購入 (ダウンロード版) ¥ 88,200 (¥84,000)

MadCap Flare 8.0 サポートメンテナンス(ブロンズ 1 年) ¥ 61,950 (¥59,000)

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。

http://www.xlsoft.com/jp/products/madcap/index.html

