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Press Release 

報道関係 各位 

2020年 2月 5日 

エクセルソフトは、マルチ デバイス向けオフィス アプリケー

ションのグローバル ベンダーである MobiSystems 社とディ

ストリビューター契約を締結し、MS Office 互換の総合オフィ

ス アプリケーション OfficeSuite を販売開始 

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、マルチ デバイス向けにオフィス アプリ

ケーションを提供するグローバル ベンダーである MobiSysmtems社とディストリビュー

ター契約を締結し、MobiSysmtems社の MS Office 互換の総合オフィスアプリケーショ

ンである OfficeSuite を 2020年 2月 5日より日本国内で販売開始します。 

OfficeSuite は、文書作成・表計算・スライド・メール&カレンダー・PDF編集・クラ

ウドストレージをオールインワンパッケージで提供し、Windows PC とモバイルデバイ

ス、クラウド間でシームレスに利用できるため、作業効率を大幅に向上できます。また同

様な他の MS Office 互換の製品と比較して、導入しやすい価格体系で提供しています。 

OfficeSuite は 2004年にモバイル デバイス向けの製品をリリース以降、複数のメ

ジャーなモバイル デバイス等にプレインストールされ、日本を含む世界中で多くのユー

ザーに利用されてきました。モバイル デバイス向けに豊富な実績を持ち、2016年末に 

Windows PC 向けに英語版をリリースし、2019年 6月に日本語版をリリースしました。

現在では、PC とモバイルを合わせ、全世界で 3億ユーザーに利用されています。 

■ 製品名： 

• OfficeSuite 

（オフィススイート） 

 

 

 

■ 製品カテゴリー： 

総合オフィス アプリケーション 

■ OfficeSuite の主な特長 

⚫ オールインパッケージ&マルチ デバイス対応&低価格 

OfficeSuite は、文書作成・表計算・スライド・メール&カレンダー・PDF編集・クラ

ウド ストレージをパッケージし、必要なオフィス アプリケーションをすべてカバー

しています。モバイルにも対応しているので、移動時でも、どこでも作業が可能で

す。OfficeSuite には、PDF ファイルの編集アプリ（PDF Extra）もパッケージに含
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まれており、同様な他の MS Office 互換の製品と比較して、導入しやすい価格体系で

提供しています。OfficeSuite は年間サブスクリプション ライセンスと永続ライセン

スの両方を用意しており、ユーザーのニーズに合わせて、選択できます。 

⚫ MS Office & Adobe PDF との互換性 

MS Office や Adobe PDF および多様なフォーマット（Open Document・CSV 等）

との互換性を持っており、変換後の面倒な修正作業を抑えることができます。＊ただ

し、完全互換ではありません。 

⚫ PDF 編集機能 

PDF ファイルの編集・加工・電子署名・閲覧が可能です。PDF を Word・Excel・

ePub ファイルへ変換も可能です。OfficeSuite に含まれる PDF ファイルの編集機能

は、基本的には単体製品の PDF Extra Windows 版と同一です。ただし、PDF Extra 

Android 版のみ、スマートフォン等のカメラで撮影した画像をそのまま即座に PDF 

へと変換できる、“カメラスキャン機能”があります。(* OfficeSuite 製品の Home 

& Business 2020 のみ、PDF から他ファイル形式への変換機能は含まれていませ

ん。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheets (表計算アプリケーション) の画面例 

 

  

 



- 3 - 

■ 価格 

製品名 対応 OS クラウド 

ストレージ 

ユーザー数 価格 (税抜き) 

OfficeSuite 

Personal 

Windows, 

iOS, Android 

50GB 1ユーザー 

(3台) 

¥3,480 

年間サブスクリ
プション 

OfficeSuite Group Windows, 
iOS, Android 

50GB 5ユーザー 

(3台/1ユーザー) 

¥5,480 

年間サブスクリ

プション 

OfficeSuite  
Home & Busines
s 2020 

Windows 5GB  ユーザー 

(1台) 

¥9,980 

永続ライセンス 

※ 全製品に Documents, Sheet, Slides, PDF Extra, Mail, Drive が含まれます 

※ OfficeSuite に含まれる Mailと PDF Extra は Window PC のみ対応しています 

※ Home & Business 2020 のみ、PDF から他ファイル形式への変換機能は含まれていま

せん 

※  クラウド  ストレージは、MobiSystems 社のクラウド  ストレージ  サービス

「MobiSystems Drive」です 

※ OfficeSuite Personal/Group は 1ユーザーで Windows PC 1台とモバイル端末 2台の

合計 3台で利用可能です。Home & Business 2020 は 1ユーザーで Windows PC 1台で

利用可能です 

 

製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。 

https://www.xlsoft.com/jp/products/mobisystems/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 (本社：東京都港区 代表取締役：永山 哲也 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、テスト自動化ツール、API プラットフォーム、PDF 帳票ツール、ア

プリケーション開発コンポーネント、モバイル AR アプリ開発ツール、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

ター 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。 

 

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: https://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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