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Xamarin 3 を販売開始
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、C# で iOS、Android、Mac OS で動作す
るネイティブ アプリケーションを開発するクロスプラットフォーム開発環境である
Xamarin の最新バージョン Xamarin 3 を 2014 年 6 月 5 日より日本国内で販売開始しま
す。Xamarin 3 では、Xamarin Designer for iOS、Xamarin.Forms、IDE の拡張、コード
共有の向上など、画期的な新機能が追加されました。
Xamarin 3 のリリースにあわせ特別価格キャンペーン 2014 年 6 月末まで実施します。
■ 製品名：
製品名：

Xamarin.Android（ザマリン アンドロイド）

Xamarin.iOS（ザマリン アイオーエス）
Xamarin.Mac（ザマリン マック）
■ 製品カテゴリー
製品カテゴリー：
カテゴリー：
クロスプラットフォーム開発環境
■ 製品概要
製品概要：
概要：
Xamarin は、C# で iOS、Android、Mac、Windows OS 向けのネイティブ アプリ
ケーションを開発できるクロスプラットフォーム開発環境です。
開発環境である Xamarin Studio を使用して iOS、Android、Mac OS 向けのアプリ
をビルドできる他、アドインを使用することで Visual Studio でもシングル ソリュー
ションで iOS、Android、Windows OS 向けのアプリをビルドできます。
iOS、Android、Windows の 100% ネイティブ API をサポートしているので、C#
から直接ネイティブ プラットフォームの API を呼び出せる、ネイティブなユーザー
インターフェースとパフォーマンスを備えたアプリケーションをビルドできます。
開発した C# のコードはプラットフォーム間で共有でき、既存の C# のスキル、
コードを再利用できるので、素早く、簡単にクロスプラットフォームのアプリケー
ションを開発できます。ミッション クリティカルなエンタープライズ向けのアプリ
ケーションから魅力的な個人向けのアプリケーションやゲームまで、幅広い開発に対
応できます。
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■ Xamarin 3 の主な新機能：
新機能：
• Xamarin Designer for iOS
iOS 用のパワフルなビジュアル デザイナーで、素早く洗練された UI をレイアウ
ト、直観的にイベント ハンドラーを追加、オート レイアウトの利用、その場でカ
スタム コントロールのプレビューの確認などができます。
Visual Studio の拡張機能および Xamarin Studio の機能として Windows/Mac どち
らの開発環境で使用できます。
• Xamarin.Forms
新しいライブラリで、一つの C# の共有コードベースから iOS、Android、
Windows Phone 用のネイティブ UI のビルドが可能です。40 以上のクロスプラッ
トフォームのコントロールとレイアウトを提供し、ランタイム時にネイティブ コン
トロールへマップするので、完全なネイティブ UI になります。
• NuGet のサポート
モバイル アプリ、Visual Studio、Xamarin Studio で、NuGet パッケージの使用を
フル サポートしました。Xamarin 互換として提供されている多くの NuGet パッ
ケージを利用できます。
• F# のサポート
Xamarin Studio では、利用者が増えている F# プログラム言語を使用して、iOS
と Andriod アプリのビルドのビルトイン サポートを提供しました。
• コード共有の向上
クロスプラットフォーム アプリ用に、Shared Project と PCL (Portable Class
Libraries) の二つの新しいコード共有の方法を強化しました。
■ 動作環境
Xamarin.Android

ターゲットの Android に対応する Google Android SDK。
Visual Studio との統合の場合、Visual Studio 2010、Visual Studio 2012、
Visual Studio 2013 の Express 以外のエディション。

Xamarin.iOS

ターゲットの iOS に対応する Apple の iOS SDK（Xcode IDE に同梱）。
Visual Studioとの統合の場合、Visual Studio 2010、Visual Studio 2012、
Visual Studio 2013のExpress 以外のエディション。
※最新の iOS SDK （現時点では、iOS 7）を利用するには、最新の動作環境
が必要。現時点では、OS X 10.8（Mountain Lion）以降が起動するインテル
ベースのMacが必要。

Xamarin.Mac

OS X 10.7（Lion）またはそれ以降。
最新の XCode IDE および XCode IDE がサポートする動作環境。
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価格
製品名

キャンペーン価格（税抜）

Xamarin.Android Business（年間サブスクリプション）

¥127,800

¥98,000

¥127,800

¥98,000

¥127,800

¥98,000

Xamarin.Android Enterprise（年間サブスクリプション）

¥243,000 ¥186,500

Xamarin.iOS Enterprise（年間サブスクリプション）

¥243,000 ¥186,500

Xamarin.Mac Enterprise（年間サブスクリプション）

¥243,000 ¥186,500

Xamarin.iOS Business（年間サブスクリプション）

Xamarin.Mac Business（年間サブスクリプション）

※キャンペーン価格は、2014 年 6 月末までとなっております。
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/xamarin/index.html

■ 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（本社：東京都港区 代表取締役：名取弘人）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
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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