
 
 

- 1 - 
 

 

Press Release 
報道関係 各位 

2011年 9月 27日 

エクセルソフトは .NET / Java アプリケーションから 
Microsoft® Office形式のレポートを生成できる 

レポーティング ツールのWindward Reports 製品を発売 
 
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、.NET / Java プログラミング言語から

Microsoft® Office / PDF / HTML 形式のレポート生成を行うレポーティング ツールの 
Windward Reports を、2011 年 9 月 28 日より日本国内で販売開始します。Windward 
Reports は、Microsoft® Office 製品をテンプレート ファイルに使用して、レポート生成
を行えますので、既存のリソースを活用したレポーティング システムの構築が可能にな
ります。 

 

■ 製品名： 
Windward Reports AutoTag 
Windward Reports Server Engine 

■ 製品カテゴリー： 
レポーティング ツール 

■ 製品概要： 
Windward Reports は、Microsoft® Office 製品をテンプレート ファイルに使用して、
レポート / ドキュメント生成を行うレポーティング ツールです。Microsoft® Office 
製品のアドインとして提供されるデザイン ツールの Windward Reports AutoTag 製
品を使用して、Microsoft® Office 製品上でレポート テンプレートを生成し、それら
のレポート デザインを Windward Reports Server Engine 製品で提供される一連の 
API コールによって、Java / .NET プログラミング言語から Microsoft® Office形式、
PDF 形式、HTML 形式のレポートを出力できます。レポート出力を行うための専用
サーバーや、Microsoft® Office 製品のインストールは一切必要ありません。 
Web アプリケーション サーバー上でデータベースから取得したデータを、Word / 
Excel ファイルに埋め込み、クライアントのシステムにそれらのドキュメントを 
HTML / PDF 形式に変換して配信するシステムなど、多くのビジネス ソリューショ
ンで本製品を活用できます。Microsoft® Office ドキュメントを使用した既存の業務フ
ローを維持しながら、サーバーやデータベースと連携したレポーティング システム
を短期間に構築することが可能です。 
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■ 各製品の主な特長： 
Windward Reports 製品は、Microsoft® Office 製品のアドインとして提供されるデザ
イン ツールの Windward Reports AutoTag 製品と、それらのレポート デザインを 
Java / .NET プログラミング言語から Microsoft® Office 形式、PDF 形式、HTML 形
式のドキュメントとして出力する Windward Reports Server Engine 製品で構成され
ます。 
 

• Windward Reports AutoTag の主な特長 
- Microsoft® Word、Excel または PowerPoint など、普段使いなれたビジネス 
アプリケーションを使用して、自由にレポートをデザインできます 

- ウィザード形式でレポート デザイン テンプレートをゼロから作成できます 
- XML、SQL、Excel スプレッド シート、各種データソースなどの、さまざま
なデータへのアクセスに対応しています 

 

• Windward Reports Server Engine の主な特長 
Windward Report Server Engine は、データ ソースから情報を取得し、それらを
レポート テンプレートに配置できる API ライブラリ製品です。 
- メモリ使用量が少ないので、専用サーバーを用意する必要はありません 
- Microsoft® Office 製品をサーバーにインストールする必要はありません 
- Java Report Engine または .NET Report Engineとして提供されます 

(100% ピュア Java / .NET マネージ コード) 

 

■ 動作環境 
製品の動作環境については、弊社の各製品ページをご参照ください。 
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■ 価格 
 

製品名 税込価格  (本体価格) 
Windward Reports AutoTag ¥   74,970     (¥71,400) 
Limited Production Server※1  (2 cores) ¥  471,870    (¥449,400) 
Limited Production Server※1  (4 cores) ¥  566,370    (¥539,400) 
Standard Server Engine※2      (2 cores) ¥  881,370    (¥839,400) 
Standard Server Engine※2      (4 cores) ¥ 1,322,370  (¥1,259,400) 

 
※1. Microsoft® Word、Excel、PowerPoint のいずれかのテンプレートのみ使用可能

な機能限定版です。1 日 250 レポートまでの出力制限付きになります。 
※2. 製品のフル機能を使用できる標準版です。機能制限はありません。 
 
※ 初年度は別途 20% の年間メンテナンスの同時購入が必須です。 
年間メンテナンスには、1 年間の無償アップグレード、日本語による Email 
サポートが含まれます。 

 
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/windwardreports/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。 
 

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。 


