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エクセルソフトは、MadCap 社の
究極のヘルプ オーサリング スイート
MadPak Suite の新バージョンをリリース
エクセルソフト株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:渡辺光敏）は、MadCap
Software 社のヘルプ オーサリング ツールとマルチメディア開発ツールを統合したス
イート製品 MadCap MadPak Suite の新バージョンを 2009 年 3 月 6 日より販売開始し
ます。MadPak Suite は、ヘルプ オーサリングツール MadCap Flare 4 とプロジェクト
の分析ツール Analyzer、オーディオ ツール Echo、デモ・シミュレーション ビデオ作
成ツール Mimic、画面キャプチャーツール Capture を統合して、各製品がシームレスに
実行できるスイート製品です。今回、Mimic 3.0 および Capture 4.0 が新バージョンにな
り、さらに新たに簡易ドキュメント作成ソリューション X-Edit が同梱され、企業内の
ワークフローをさらに改善できます。価格は据え置きです。
■ 製品名：
MadCap MadPak Suite
(マッドキャップ マッドパック スイート)
■ 製品カテゴリー：
ヘルプ オーサリング ツール
■ 製品概要：
MadCap MadPak Suite は、ヘルプ オーサリングに必要なツールをシームレスに統合
した本格的なシングルソース スイートです。MadCap Flare、Mimic、Capture、Echo、
Analyzer、X-Edit が密接に統合し、オーサリング処理、画面キャプチャー、シミュ
レーション ムービーをシームレスに実行します。たとえば、Mimic、Capture、Echo
は、Flare インターフェース内から起動でき、Flare 作成者は、Mimic ムービー、
Caputure のスクリーンショット、Echo のオーディオをすばやく挿入できます。
現在、MadPak Suite に含まれる 6 製品は、次のとおりです。
• Flare 4.2 : ヘルプ オーサリング ツール
• X-Edit 1.0 : 簡易ドキュメント作成ソリューション (新規同梱)
• Mimic 3.0 : ソフトウェアの操作ムービー作成 (新バージョン)
• Analyzer 2.0 : Flare プロジェクトの分析、レポート
• Capture 4.0 : 画面キャプチャー、編集 (新バージョン)
• Echo 1.0 : オーディオ、サウンドの録音、編集、再生
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■ MadCap Mimic 3.0 の主な新機能：
プログラミング知識がなくてもソフトウェアのデモ、操作ムービーを簡単に作成でき
る Mimic 3.0 の新機能は、次のとおりです。
• コンディション : 業界初の機能で Mimic 内のコンディション タグが複数レベル
になり、ムービー全体、個々のフレーム、各種オブジェクトを特定し、それぞれ
のアウトプットに含めることも除外することもできます。
• ターゲット : Silverlight、Adobe Flash、Adobe AIR、Mimic ムービーなど多彩な
ムービー アウトプットを同時に生成可能。コンディション タグとターゲットを
併用すると、特定の要素をアウトプットに含めることも除外することもできます。
• マスター フレーム : 一度に多くのフレームに特定の要素(ボタン、画像オブジェ
クトなど) をすばやく簡単に適用できます。
• フレーム ライブラリ : 頻繁に使用するフレームを格納し、ムービーにすばやく挿
入できます。
■ MadCap Capture 4.0 の主な新機能：
キャプチャーした画像に吹き出しテキスト、矢印カーソル、特殊効果などを追加し、
画像をエンハンスできる Capture 4.0 の新機能は、次のとおりです。
• コンディション : アウトプットに含めるオブジェクトをコントロールできます。
• プロファイル拡張 : 画像プロファイルおよび設定を新規または既存の画像に自動
的に適用できます。また、画像を複数のプログラムファイル ターゲットに保存で
きます。
■ MadCap X-Edit 1.0 の主な機能：
Flare の強力なオーサリング機能を継承した新しいドキュメント ソリューションです。
トピックのレビュー者が、Flare トピックのレビューと注釈ができ、トピックの寄稿
者は、定義されたテンプレートを使用したコンテンツの作成が可能になります。
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■ 動作環境

OS

•
•
•

Windows 2000 (SP4)
Windows XP (SP2)
Windows Vista

Windows 2000 の場合、Flare 4.2 で利用できない機能があります。
Analyzer 2.0、X-Edit 1.0 は Windows 2000 で利用できません。

■ 価格
製品名

税込価格 (本体価格)
¥ 183,750 (¥175,000)

MadCap MadPak Suite パッケージ版
MadCap MadPak Suite ダウンロード版
単体製品名

¥ 177,450

(¥169,000)

税込価格 (本体価格)
¥ 122,850 (¥117,000)

MadCap Flare 4 ダウンロード版
MadCap X-Edit 1 ダウンロード版

¥ 34,650 (¥33,000)

MadCap Mimic 3 ダウンロード版

¥ 40,950

(¥39,000)

MadCap Analyzer 2 ダウンロード版

¥ 40,950

(¥39,000)

MadCap Capture 4 ダウンロード版

¥ 12,600 (¥12,000)

MadCap Echo 1 ダウンロード版

¥ 17,850 (¥17,000)

製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/madcap/madpak.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 渡辺光敏 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。
Madcap Software 社は、長年に渡りテクニカル ライティング、ヘルプ・コミュニ
ティをリードしてきたメンバーによって設立された新しい会社です。
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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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