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エクセルソフト株式会社 

Press Release 
報道関係 各位 

2009年 2月 25日 

エクセルソフトは、Pegasus Imaging 社の 
画像処理開発ツールキット ImageGear を販売開始 

 
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、このたび 

Pegasus Imaging 社が買収した AccuSoft 社の画像処理開発ツールキット ImageGear 
製品 (7 製品) を 2月 26日より販売開始します。 

ActiveX、DLL、Java、.NET および .NET Compact Framework で高速で使いやすい
強力な画像ソリューションをビルド、運用する開発者向けの画像処理開発ツールキット

(画像処理 SDK) です。次世代のフォト画像処理、ドキュメント画像処理、医療画像処理、
および DICOM アプリケーションの開発を可能にします。 
 

■ 製品名： 
ImageGear Professional v16  

(イメージギア プロフェッショナル v16) 
ImageGear for .NET v16  

(イメージギア フォー ドットネット v16) 
ImageGear for .NET Compact Framework v16  

(イメージギア フォー ドットネット  
 コンパクト フレームワーク v16) 

ImageGear for Silverlight v16  
(イメージギア フォー シルバーライト v16) 

ImageGear Medical v16  
(イメージギア メディカル v16) 

ImageGear Medical Transport v16  
(イメージギア メディカル トランスポート v16) 

 
NetVue v4  

(ネットビュー v4) 

■ 製品カテゴリー： 
画像処理開発ツール 

■ 製品概要： 
ImageGear は、包括的な画像処理開発ツールキット(SDK) です。100 以上の画像と
ドキュメント フォーマット、約 200 のデジタル カメラ RAW フォーマットを含む
幅広いファイル フォーマットに対応しています。 
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ImageGear Professional v16 － ImageGear Professional は、2,000 以上の画像処
理機能提供し、高品質な画像処理アプリケーションを短期間で設計、開発、運用を可

能にします。(ActiveX、DLL、32 ビット、64ビット) 
 
ImageGear for .NET v16 － ImageGear for .NET により、完全なマネージドコード
を使用した .NET 開発が加速され、最先端の画像アプリケーション作成が容易になり
ます。(Framework 2.x、3.x) 
 
ImageGear for .NET Compact Framework v16 － ImageGear for .NET Compact 
Framework は、モバイル デバイス用の信頼性が高くセキュアな画像処理アプリケー
ションをすばやく作成します。 
 
ImageGear for Silverlight v16 － ImageGear for Silverlight は、次世代の Web ア
プリケーションをビルドする業界初の SDK です。 
 
ImageGear Medical v16 － ImageGear Medical は、Windows および Linux プラッ
トフォームで強力かつ信頼性の高い医療画像ソリューションを提供します。(32 ビッ
ト、64ビット、.NET 、.NET Compact Framework) 
 
ImageGear Medical Transport v16 － ImageGear Medical Transport は、DICOM 
アプリケーションをビルドする医療用アプリケーション開発者向けのフル機能を持つ 
DICOM ツールキットです。 
 
NetVue v4 － NetVue は、画像として保存されたドキュメントを高速にアクセスす
るインターネット/イントラネット用のクライアント/サーバー アプリケーションです。 
 

■ 製品の主な特長： 

• 画像フォーマットの読み込み、保存、変換： 100 以上の画像フォーマット、約 
200 の デジタルカメラ RAW フォーマットをサポート 

• パワフルな画像処理とフォト エンハンスメント機能：フィルタリング(シャープ、
エッジ検出など)、フォト エンハンスメント(赤目除去など)、特殊効果(モザイク、
ソラライズなど)  

• 画像およびドキュメント用の強固な画像処理 API  

• 表示、アノテーション、印刷のすべての側面をコントロール  

• ISIS および TWAIN スキャニングの完全サポート  

• 業界最高水準の CAD/Vector および 3D PDF/PS サポート  
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■ ImageGear v16 の主な新機能： 

• PDF エンハンスメント： パワフルな 3D PDF コンテンツ、強固な PDF/X およ
び PDF/A ベリファイア、最適化された PDF 表示。 

• ベクター改良：Universal 3D の使用、Design Web Format (DWF) の作業。 

• 多種のファイル フォーマット 

• 新しい画像処理 
 

■ 動作環境 
 

OS 
 Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, 

Windows Vista, Windows 2008 Server 
 32ビットおよび 64 ビット Windows 

開発環境 

DLL/ActiveX: Visual Studio 6, Visual Studio .NET 2005,  
Visual Studio 2008, Borland C++ Builder, Borland Delphi 6, 
Powerbuilder 
  
Java: JBuilder, Visual Cafe, Visual J++  

■ 価格 
 
開発者ライセンス価格 
製品名 税込価格  (本体価格) 
ImageGear Professional v16  ¥ 409,500  (¥390,000)
ImageGear for .NET v16  ¥ 409,500  (¥390,000)
ImageGear for .NET Compact Framework v16  ¥ 409,500  (¥390,000)
ImageGear for Silverlight v16  ¥ 273,000  (¥260,000)
ImageGear Medical v16  ¥ 546,000  (¥520,000)
ImageGear Medical Transport v16  ¥ 409,500  (¥390,000)

 
サーバー ライセンス価格 
製品名 税込価格  (本体価格) 
NetVue v4 ¥ 136,500  (¥130,000)

 
開発したアプリケーションを配布・運用するには、別途ランタイム (配布用) ライセ
ンスが必要です。 
製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。 
http://www.xlsoft.com/jp/products/pegasus/imagegear.html 
 

http://www.xlsoft.com/jp/products/pegasus/imagegear.html
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■ 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。 

■ Pegasus Imaging 社について 
米国 Pegasus Imaging 社は、1991 年からドキュメント、医療関連、写真、ビデオ、
組み込みソリューションなどの分野に製品を投入し、デジタル イメージング ソフト
ウェア開発ツール、圧縮テクノロジーを提供します。さまざまな画像またはビデオの

表示、スキャン、印刷、バーコード、OCR、ICR、OMR、MICR、CAD 表示、圧縮 
(JPEG2000、JPEG、Wavelet、TIFF、Lossless JPEG を含む)、その他のソリュー
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
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