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Press Release 
報道関係 各位 

2013年 7月 24日 

エクセルソフトは、Windows 用 TCP/IP ネットワーキング 

コンポーネント「SocketTools 8.0」 を販売開始  

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、Catalyst Development 社のインターネッ

ト アプリケーション開発ツール「SocketTools 8.0」を 2013年 7月 10日から日本で販

売開始しました。SocketTools 8.0 では、新しい FTP および HTTP サーバー コンポー

ネントと新機能が含まれ、32 ビットと 64 ビット プラットフォームの両方をネイティブ

にサポートします。SocketTools 8.0 は、IPv4 および IPv6 ネットワーク接続のサポー

トとすべてのエディションで SSL/TLS および SSH を使用したセキュアな接続をサポー

トします。  

 

■ 製品名： 

SocketTools 8.0  

  (ソケットツールズ 8.0)  

 

■ 製品カテゴリー： 

インターネット アプリケーション開発ツール 

 

■ 製品概要： 

SocketTools は、Windows オペレーティング システム用の TCP/IP ネットワーキン

グ コンポーネントおよびライブラリです。 

開発者のニーズ、開発環境、および開発言語に応じて、.NET、ActiveX、Library の 3

つのエディションが用意されています。SocketTools を使用することで、ファイルの

アップロードおよびダウンロード、Web サーバーとのデータ交換、電子メール メッ

セージの送信、メール サーバーからメールのダウンロード、リモート コマンドの実

行など、アプリケーションにインターネット機能を簡単に組み込むことができます。

SocketTools は、業界標準の SSL、TLS、SSH プロトコルをサポートし、アプリ

ケーション データの暗号化およびセキュアを保証します。 

異なるタイプのコンポーネントを使用したり、複数のプログラミング言語で作業する

など、フレキシブルな使用を要求する開発者向けに最適な、3 つのエディションをす

べて含む SocketTools Subscription も用意されています。 
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■ SocketTools 8.0 の新機能： 

 新しい FTP および HTTP サーバー コンポーネント 

ユーザー アプリケーションに特定のサーバー機能を組み込むことを簡単にする

新しいファイルおよび Web サーバー コンポーネントが含まれます。このサー

バーは、プロトコル標準と多数の共通拡張をサポートし、アプリケーションの特

定のニーズを満たす独自のコマンドを自由に実装できます。標準接続とセキュア

接続の両方がサポートされます。 

 新しい非同期ファイル転送メソッド 

同時に複数のバックグラウンド転送を可能にします。マルチスレッド アプリ

ケーションの開発経験が少ない、バックグラウンド ワーカー スレッドを使用す

る方法に精通していない、スレッドを十分にサポートしていない言語 (VB6) の

場合、この新しい機能はとても役に立ちます。 

 Windows 8 および Windows Server 2012 サポート 

Windows XP、Server 2003 などの以前のバージョンとの下位互換性を維持しな

がら、最新の OS で導入されている新機能が利用できます。機能の違いはコン

ポーネント内部で管理され、ソース修正の必要がありません。透過的に IPv4 と 

IPv6 の両方のネットワークをサポートします。 

 簡単なカスタム サーバー アプリケーションのビルド 

カスタム サーバーの開発を簡素化するためにインターネット サーバー コン

ポーネントを改良し、アプリケーションに送信されるイベントに対応するコード

を記述するだけの使いやすいフレームワークを提供。 

 その他の新機能 

 強化したセキュリティ機能 

 ファイアウォールとプロキシ サーバーのサポート改善 

 SocketTools .NET エディションで複数の Framework をサポート 

 SocketTools の以前のバージョンとの下位互換性 

 テクニカル リファレンス ドキュメントの拡張 

 拡張およびアップデートしたサンプル コード 

 

■ 動作環境 

SocketTools 8.0  

動作環境 

Windows XP (SP2)、Windows Vista、Windows 7、 

Windows 8 

Windows Server 2003 (SP1)、Windows Server 2008、 

Windows Server 2012 

開発環境 

Windows XP (SP3)、Windows Vista (SP2)、Windows 7 (SP1)、 

Windows 8 

Windows Server 2003 (SP1)、Windows Server 2008、 

Windows Server 2012 
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■ 価格 

開発ライセンス価格  

製品名 税込価格  (本体価格) 

SocketTools .NET Edition ¥ 53,970  (¥ 51,400) 

SocketTools ActiveX Edition ¥ 53,970  (¥ 51,400) 

SocketTools Library Edition ¥ 53,970  (¥ 51,400) 

SocketTools Subscription ¥ 94,920  (¥ 90,400) 

 

すべての旧バージョンからのアップグレード価格も用意しております。 

SocketTools は使用する開発者ごとにライセンスが必要です。 

ランタイム ライセンス料(ロイヤリティ) は無料です。 

 

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/sockettool/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。 

■ Catalyst Devlelopment 社について 

Catalyst Development は、1995 年に設立され、ソフトウェア開発者向けのコンポー

ネントとアプリケーションを提供しています。インターネット コンポーネント ソフ

トウェアのリーダーとして数々の賞を受賞し、多くの企業、政府、および世界中の開

発者に使用されています。先進的な製品の開発、お客様のニーズにフォーカスしてい

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: 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。 


