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Press Release 

報道関係 各位 
2013 年 11 月 21 日 

エクセルソフトは、Excel ファイルを高速処理できる 
.NET / Sliverlight アプリケーション開発用コンポーネントの

SpreadsheetGear 2012 (Ver. 7.1) をリリース 
 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、.NET / Silverlight アプリケーション開発

用コンポーネント「SpreadsheetGear 2012 for .NET (Ver. 7.1)」と「SpreadsheetGear 
2012 for Silverlight (Ver. 7.1)」を 2013 年 11 月 21 日より販売開始します。 

SpreadsheetGear 2012 製品は、Excel ファイルを高速で生成・編集・保存する API 
ライブラリを提供するだけでなく、Excel 互換のスプレッドシート  コントロール

を .NET / WPF / Silverlight アプリケーションに実装することもできます。 
 

 

■ 製品名： 
SpreadsheetGear 2012 for .NET 
SpreadsheetGear 2012 for Silverlight 
(SpreadsheetGear：スプレッドシートギア) 

■ 製品カテゴリー： 
.NET / WPF / Silverlight アプリケーション開発用コンポーネント 

■ 製品概要： 
SpreadsheetGear 2012 は、Microsoft Excel を使用せずに Excel ファイルを生成・読

込・編集・保存する機能を提供する、.NET / WPF / Silverlight アプリケーション開発

用コンポーネントです。本製品の API ライブラリは Excel VBA や COM 開発者に

とって直感的に使用でき、Excel API と比較して非常に高速なパフォーマンスを実現

できます。本製品では .NET および WPF 環境用の SpreadsheetGear 2012 for .NET 
と Silverlight 環境用の SpreadsheetGear 2012 for Silverlight の 2 種類の製品バー

ジョンが存在し、それぞれの製品では充実した計算エンジンが Excel 互換のスプ

レッドシート コントロールとともに提供されます。 
 
本製品では、サーバー配布 (Web サーバーを含む) 、クライアント配布 (デスクトッ

プ) をされるほとんどの場合において、アプリケーションを配布・運用するためのラ

イセンスが必要ありませんので、開発から運用、将来的なサーバー増設やシステム拡
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張まで、トータルコストを抑えたシステムの提案、導入が可能です。 

■ 製品の主な特長： 
SpreadsheetGear 製品は、高速 API による Excel ファイル操作で、ハイパフォー

マンスなアプリケーション開発を支援します。サーバーアプリケーションやデスク

トップアプリケーションに簡単に統合でき、開発プロセスと保守プロセスに必要な時

間と費用を節約します。 

• MS Excel がインストールされていない環境で Excel ファイルを読込、編集、保存 
• Excel VBA や COM 開発者にとって使いやすい API ライブラリ 
• Excel Object を大きく上回る処理パフォーマンスを実現 
• サーバー ライセンスや再配布 (運用) ライセンスが不要 

■ SpreadsheetGear 2012 Ver. 7.1 の主な新機能： 

• Visual Studio 2013、.NET Framework 4.5.1、Windows 8.1、Windows Server 2012 
R2 のサポートが新たに追加されました 

■ 動作環境： 
 

開発環境 Microsoft Visual Studio 2005 / 2008 / 2010 / 2012 / 2013 

実行環境 

・ SpreadsheetGear 2012 for .NET 
Microsoft .NET Framework 2.0 / 3.x / 4.0 / 4.5 

・ SpreadsheetGear 2012 for Silverlight 
Microsoft Silverlight 5 

■ 価格： 
 

製品名 数量 税込価格  (本体価格) 
SpreadsheetGear 2012 for .NET 
開発ライセンス 1 ¥ 139,650 (¥133,000) 

SpreadsheetGear 2012 for Silverlight 
開発ライセンス 1 ¥ 139,650 (¥133,000) 

SpreadsheetGear 2012 バンドル版 
(.NET + Silverlight) 開発ライセンス 1 ¥ 195,510 (¥186,200) 

 
※各開発ライセンスには、年間サブスクリプションが付属します。 
※ 年間サブスクリプションには、1 年間の無償アップグレード、日本語 Email サ
ポート、開発元 (米国 SpreadsheetGear 社) からの電話サポート (英語のみ) が含

まれます。 
※ 本製品を開発製品に実装する場合を除き、サーバー ライセンスや再配布 (運用) ラ
イセンスは不要です。詳細はお問い合わせください。 

※ 2 ライセンス以上の購入をご希望の場合は、割引価格にてご提供いたします。 
 
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/spreadsheetgear/index.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 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。 
 
 
 
 
 

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 

 
 
Microsoft、Office、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその

他の国における登録商標または商標です。その他記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登

録商標です。 


