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Press Release 
報道関係 各位 

2009 年 11 月 26 日 

エクセルソフトは、Adobe Flex、JavaFX、.NET Framework
4.0 ベータ 2 をサポートする AutomatedQA 社の 
自動テストツール TestComplete 7.50 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 7.50」を 2009 年 11 月 26 日から日本で販売開始いたしま

す。TestComplete は、Windows、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、Flex アプリ

ケーション、JavaFX アプリケーション、.NET Framework 4.0 ベータ 2 アプリケー

ションをサポート、強力で効果的な自動テストを作成し、開発工程全体の品質保証の支援

と経費を削減します。 
 

■ 製品名： 
TestComplete 7.50  
（テスト コンプリート 7.50） 

■ 製品カテゴリー： 
自動ソフトウェア テスト ツール 

■ 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。  
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■ 主な新機能： 

• Adobe Flex アプリケーション サポート 
1 つの追加ファイルと一緒にコンパイルすることにより、Flex アプリケーション

の内部オブジェクト、メソッド、プロパティにアクセスでき、テスト中にこれらの

内部メソッド、プロパティを呼び出すことができます。 

 
Flex Builder で TestComplete の Plugin を設定 

• JavaFX アプリケーション サポート 
JavaFX SDK v1.2、1.2、1.2.1 で作成された JavaFX アプリケーションをサポー

トします。さまざまな JavaFX コントロールの高度なレコーディング、再生実行

をサポートされます。 
 

• .NET Framework 4.0 ベータ 2 サポート 
テストで .NET Framework を対象にするカスタム アセンブリを使用できるだけで

なく.NET Framework 4.0 ベータ 2 アプリケーションのテストも可能です。 
さらに 1 つの .NET アプリケーションに存在する異なる CLR バージョンのドメ

インにアクセスできます。 
 

• エンバカデロ RAD Studio 2010 アプリケーション サポート 
最新のエンバカデロ RAD Studio 2010 で開発した Delphi および C++ Builder ア
プリケーションをサポートします。 
 

• サードパーティ製コントロールのサポート強化 
多くの開発者から要望をいただいた、新しい .NET、WPF、ASP.NET、および 
VCL コントロールを含む新規のサードパーティ製コントロールをサポートします。 
 

• キーワード・ドリブン テストの改良 
キーワード・ドリブン テストをスクリプト ルーチンに変換でき、スクリプトの習

得とスクリプトでキーワード テストがどのように実行されるか確認できます。 
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• Web テスト、負荷テストおよび 名前マッピングの改良 
新しい ToURL メソッドでテストの最初のページを自動記録。仮想ユーザー数を

段階的に増加させる Ramp-up 設定による負荷テスト。テンプレートを使用した自

動名前マッピング。その他、多数の改良がされました。 

 
Ramp-up 設定 

■ 動作環境 
 

OS 

Windows 7 (32-bit および 64-bit Edition) 
Windows Vista (32-bit および 64-bit Edition) 
Windows Server 2008、2008 R2 (32-bit および 64-bit Edition) 
Windows XP (32-bit および 64-bit Edition) 
Windows Server 2003 (32-bit および 64-bit Edition) 
Windows 2000 

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  (本体価格) 
TestComplete 7 Standard 固定ユーザー ライセンス ¥147,000  (¥140,000) 
TestComplete 7 Standard フローティング ライセンス ¥441,000  (¥420,000) 
TestComplete 7 Enterprise 固定ユーザー ライセンス ¥294,000  (¥280,000) 
TestComplete 7 Enterprise フローティング ライセンス ¥661,500  (¥630,000) 
TestComplete 7 Universal 固定ユーザー ライセンス ¥441,000  (¥420,000) 

 
2009 年 12 月 28 日まで、「経費削減キャンペーン 第 3 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 

http://www.xlsoft.com/jp/products/automatedqa/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 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。 

http://www.xlsoft.com/jp
mailto:xlsoftkk@xlsoft.com

