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Press Release 

報道関係 各位 

2016年 2月 18日 

エクセルソフトは、モバイル アプリをモニタリングする 
Xamarin Insights を販売開始、 

クラウド ベースで 2,000 種類以上の iOS、Android 実機
とモバイル アプリのテストを自動化する 
Xamarin Test Cloud の新価格を発表 

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、モバイル アプリをモニタリングする 

Xamarin Insights を 2016 年 2 月 18 日より日本国内で販売開始しました。あわせてクラ

ウド ベースで 2,000 種類以上の iOS、Android 実機とモバイル アプリのテストを自動

化する Xamarin Test Cloud の新価格を発表しました。 

 

■ 製品名： 

Xamarin Insights（ザマリン インサイツ） 

Xamarin Test Cloud（ザマリン テスト クラウド） 

■ 製品カテゴリー： 

モバイル アプリ モニタリグ ツール 

自動モバイル アプリ テスト ツール 
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■ 製品概要： 

アプリケーションがクラッシュした際に、ユーザーがどのようにアプリケーション
を使用していたか、どのイベントが呼び出されたか、Xamarin Insights ではリアルタ
イムにモバイル アプリをモニタリングし、エラーの内容をトレースし、レポートす
ることで、問題の原因の迅速なに検出に役立ちます。 

どのようなユーザーが、どのデバイスで、どのようにどのくらいの頻度でアプリケー
ションを使用しているか、ユーザーの行動を知ることで、より良いユーザー エクス
ペリエンスを提供できます。 

Xamarin ベースのアプリケーションに Xamarin Insights のコードを僅か数行追加す
るだけでモバイル アプリのモニタリングができます。 

Xamarin Test Cloud では、クラウド上に 2,000 種類以上の iOS と Android 実機
を用意しています。Xamarin 社が開発した強力な自動化テスト  フレームワーク 

Calabash と Xamarin.UITest を使用して、テスト スクリプトを作成し、ローカルで

エミュレータやデバイスに対してテスト スクリプトを実行し、それをボタン一つで
同じテストをクラウド上で 2,000 種類以上のデバイスとテストが可能です。また、
Jenkins や Team Foundation Server のような CI システムとも統合するので、テス
トを自動的に実行できます。 

Xamarin Test Cloud を使用して短期間で多くのデバイスとのモバイル アプリのテス
トを自動化し、高品質なモバイル アプリを迅速に市場に展開できます。 

■ Xamarin Insights の特長： 

 クラッシュ レポート: Managed と Unmanaged 例外の両方のスタック トレースを含

む完全なエラー レポートを提供します。 

 トラッキング: ユーザーがどのデバイスから、どのくらいの頻度で、どのくらいの時間

アプリを使用しているかセッションのトレンドをトラッキングできます。 

 IDE 統合やサードパーティー ツールとの統合: Visual Sutido や GitHub、JIRA、

HipChat などのツールと統合可能です。 

■ Xamarin Test Cloud の特長： 

 Xamarin の強力なテスト フレームワークを使用してアプリのテストを自動化しま

す。 

 クラウドにテスト スィートをアップロードし、テスト スィートを実行して 2,000 

種類以上のデバイスとテストが可能です。 

 テスト結果、スクリーンショット、パフォーマンスの評価を含む詳細なレポートを

取得できます。 

 Jenkins や Team Foundation Server のような CI システムと統合し、各リリース 

サイクルに対してテストを自動化できます。 

  



 
 

- 3 - 
 

■ Xamarin Insights のサービス プランの概要： 

サービス プラン Basic Business Enterprise 

クラッシュ レポート あり 無制限 無制限 

コラボレーター数 1 5 10 

月間アクティブ ユーザー数 1 1000 15000 

Email 通知 あり あり あり 

Email ベースのサポート なし あり あり 

サードパーティー ツールとの統合 なし あり あり 

オーディエンスの概要 なし あり あり 

データの保存期間 30日間 30日間 90日間 

イベント トラッキング なし なし あり 

Xamarin Insights 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/insights.html 

■ Xamarin Test Cloud のサービス プランの概要： 

サービス プラン Start Build Scale Enterprise 

同時利用デバイス数 1 2 3 5 

1日の利用時間 (Fiar Use)  1時間 3時間 5時間 カスタマイズ 

アプリの数 無制限 無制限 無制限 無制限 

Email ベースのサポート なし あり あり あり 

優先的なサポートの対応 なし なし なし なし 

自動化コンサルティング なし なし なし あり 

Xamarin Test Cloud 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/test-cloud.html 

 

■ Xamarin Insights の価格 

サービス プラン 価格（税抜） 

Basic（年間費用） 無料  

Business（年間費用） ¥335,800 

Enterprise（年間費用） お問い合わせ 

■ Xamarin Test Cloud の価格 

サービス プラン 価格（税抜） 

Start（年間費用） ¥178,200  

Build（年間費用） ¥448,200  

Scale（年間費用） ¥682,200  

Enterprise（年間費用） お問い合わせ 

 

■ 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（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

http://www.xlsoft.com/jp/products/xamarin/insights.html
http://www.xlsoft.com/jp/products/xamarin/test-cloud.html
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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。 

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

