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エクセルソフトは
エクセルソフトは、Microsoft Windows 7 をサポートする
サポートする
AutomatedQA 社の自動テストツール
自動テストツール
TestComplete 7.20 をリリース

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、AutomatedQA 社の自動ソフトウェア テ
スト ツール「TestComplete 7.20」を 2009 年 9 月 10 日から日本で販売開始いたします。
TestComplete は、Winodws、Web または リッチクライアント ソフトウェアのテスト
を作成、管理、実行する自動テストツールです。新バージョンでは、Microsoft の新 OS
である Windows 7 のサポートに加え、Firefox 3.5 および Silverlight 3 をサポートします。

■ 製品名：
製品名：
TestComplete 7.20
（テスト コンプリート 7.20）

■ 製品カテゴリー
製品カテゴリー：
カテゴリー：
自動ソフトウェア テスト ツール
■ 製品概要：
製品概要：
単体／機能／レグレッション／分散および HTTP パフォーマンス テストをプロジェ
クト レベルでサポートする自動ソフトウェア テスト ツールです。TestComplete は、
開発ツールに依存しないため、C#、Visual C++、Delphi、または Java で作成された
アプリケーションに関係なく、どんなアプリケーションでもユーザーのアクションを
シミュレートできます。

■ 主な新機能：
新機能：
• Windows 7 サポート
Microsoft の新しい OS である Windows 7 上で、アプリケーションのテストを
実行できます。
• Firefox 3.5 サポート
TestComplete の Web テストと負荷テスト サブシステムは、Firefox version 3.5
をサポートします。
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• Silverlight 3 サポート
Silverlight 3 アプリケーションをテストするために TestComplete を利用できます。
• XMLCheckpoint エレメントの
エレメントの新しい比較設定
しい比較設定
XMLCheckpoint エディタに新しい Extended logging 設定が含まれ、比較中に生
成される TestComplete のレポートに、比較されるドキュメントの変化がない場
合 、ノ ード上の情報 を含 めるか ど うか を指 定 で きま す 。こ の 設定 は 、新 し い
XMLChekpoint.Options.ExtendedLogging プロパティを使用してスクリプトから有
効にできます。
• KeywordTest エディタで
エディタでキーワード テスト操作
テスト操作の
操作のグループ化
グループ化
新 し い オ プ シ ョ ン カ テ ゴ リ ー (Keyword Test Editor - Groups) に よ り 、
KeywordTest エディタでキーワード テスト操作をカスタマイズ、またはグループ
化できます。この設定を使用することで、キーワード テスト操作がグループ ノー
ドでグループ化されるべきかを指定でき、KeywordTest エディタで表示されるグ
ループ化ノードの最大数を指定し、グループ化に影響しない操作を選択できます。

KeywordTest エディタ
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■ 動作環境
CPU

メモリ

空きディスク容量

OS

Pentium II 400MHz 以上
(Pentium 4 3GHz、Intel Core 2 Duo 2GHz 以上を推奨)
256MB 以上
(Windows XP および Server 2003 では 1GB 以上、
Windows 7、Windows Vista および Server 2008 は、
2GB 以上を推奨)
460MB 以上 (500MB 以上を推奨)

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

7 (32-bit および 64-bit Edition)
Vista (32-bit および 64-bit Edition)
Server 2008 (32-bit および 64-bit Edition)
XP (32-bit および 64-bit Edition)
Server 2003 (32-bit および 64-bit Edition)
2000
NT SP6 以降

その他に Java アプリケーション、.NET オープン アプリケーションなどのテストによっ
て必要とする環境が異なります。詳細は弊社 Web ページをご参照ください。
■ 価格
製品名

税込価格

TestComplete 7 Standard
固定ユーザー ライセンス

TestComplete 7 Standard
フローティング ライセンス
TestComplete 7 Enterprise
固定ユーザー ライセンス
TestComplete 7 Enterprise
フローティング ライセンス
TestComplete 7 Universal
固定ユーザー ライセンス

(本体価格)

¥147,000

(¥140,000)

¥441,000

(¥420,000)

¥294,000

(¥280,000)

¥661,500

(¥630,000)

¥441,000

(¥420,000)

2009 年 9 月 30 日まで、「経費削減キャンペーン 第 2 弾 15% OFF」実施中です。
上記の定価から 15% オフで提供します。
製品の詳細およびキャンペーンについては、弊社 Web ページをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/automatedqa/index.html
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■ エクセルソフト株式会社
エクセルソフト株式会社について
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。
■ AutomatedQA 社について
AutomatedQA は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスべガスで 1999 年に設立され、現在
マサチューセッツ州に本拠を持っています。AutomatedQA は、低価格で機能豊富な
開発者向けツールと品質保証技術を提供し、迅速で正確な製品サポートを提供します。

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。
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