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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
右から左のアラビア語など RTL 言語をサポートした
MadCap Flare 9.0 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 9.0」を 2013 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 9.0 では、アラビア語、ヘブライ語、ペルシア語の右から左への
RTL 言語をネイティブにサポートします。また、トピック エディターが強化され、XML
コードビューとデザイン ビューが 1 つの画面で分割表示が可能になり、効率的に編集作
業をできるようになりました。CMYK サポート、トンボ、レジストレーション マークの
サポートなど印刷文書の出力機能の改良、Microsoft Office 365 ファイルのサポートなど、
多数の新機能、機能強化がされています。さらに画面キャプチャー ツール製品の
MadCap Capture が Flare に無償でバンドルされます。
今回、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 5.0、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 6.0 の新バージョンも販売開始し
ます。

■ 製品名：
MadCap Flare 9.0
(マッドキャップ・フレア 9.0)
MadCap Contributor 5.0
(マッドキャップ・コントリビューター 5.0)
MadCap Analyzer 6.0
(マッドキャップ・アナライザー 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
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■ 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
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 (CHM)、.NET アプリケーション用へルプ、PDF、
Word、モバイル用ヘルプ、HTML5 など多種多様なアウトプットを生成できます。

■ MadCap Flare 9.0 の主な新機能：


右から左の RTL 言語をネイティブ サポート：アラビア語、ヘブライ語、ペルシ
ア語をネイティブにサポートします。



ソーシャル機能を有効にしたドキュメンテーション：お客様との結びつきを向上
するためにソーシャル レイヤーをあなたのドキュメンテーションに追加します。
MadCap Pulse を使用して、コミュニティの構築、情報の共有を促進します。



トピック エディターの強化：XML コードの表示とビジュアルなデザインビュー
が 1 つの画面で分割表示 (水平または垂直方向) が可能になりました。さらにタ
グの自動補完、シンタックス カラーリング (構文色分け) などの機能強化。



CMYK サポートを含む高度な印刷機能の改良：新しい印刷機能の強化は、印刷
ベースのアウトプットに次のようなコントロールを提供します：
・ページ レイアウト エディター改良
・クロップ(トンボ) / レジストレーション マーク
・CMYK サポート
・左または右側の先頭ページ作成
・内蔵の高度な印刷、Web、モバイル デザイン テンプレート



ePub 出力と WebHelp Mobile を含むモバイル パブリッシング：iPad、Android
デバイスを含むモバイル デバイスで利用される eBooks (EPUB3 機能)、同様に
小さな画面用に最適化したオンライン ヘルプの作成。



新しいファイル サポート：Microsoft® Office® 365 (Word のインストールは不
要)、Adobe® FrameMaker® 11、Adobe® RoboHelp® インポート改良。



キャプチャー ツールの統合：画像キャプチャーおよびグラフィック 編集用の
MadCap Capture が無償バンドル。Flare に統合して利用できます。
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■ 動作環境
MadCap Flare 9.0 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
4096 MB 以上
OS
Windows XP SP2 以降、Windows Vista SP1、
Windows Server2003、Windows 7 (32 / 64 ビット)、また
は Windows 8
必要なソフトウェア Microsoft .NET Framework 4.0 またはそれ以降
Microsoft SQL Compact Edition 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)

¥ 136,500 (¥130,000)

MadCap Flare 9.0 新規購入 (ダウンロード版)
MadCap Flare 9.0 アップグレード購入 (ダウンロード版)

¥ 68,250 (¥65,000)

MadCap Flare 9.0 RoboHelp 乗り換え購入 (ダウンロード版)

¥ 95,550 (¥91,000)

MadCap Flare 9.0 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。
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