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Press Release 
報道関係 各位 

2022 年 7 月 28 日 

エクセルソフトは、e ラーニング コンテンツ作成用 
オーサリング ツール iSpring Suite Max、iSpring Suite 10
および iSpring Converter Pro 10 の日本語版を販売開始 

 
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、米国 iSpring Solutions 社の Microsoft® 
PowerPoint から HTML5 形式の e ラーニング教材を作成するツールセット iSpring 
Suite Max、iSpring Suite 10 および iSpring Converter Pro 10 の日本語版を 7 月 28 日
より販売を開始します。 
PowerPoint のデータを HTML5 形式へ変換できるため、デスクトップ PC やノート 
PC、iPhone/iPad をはじめとするモバイルデバイスなど、すべてのデバイスから閲覧で

きるコンテンツを作成することができます。また、UI (ユーザー インターフェイス) が
日本語化され、さらに使いやすくなりました。 

■ 製品名： 
 
iSpring Suite Max 
(アイスプリング スイート マックス)  
 
iSpring Suite 10 
(アイスプリング スイート テン) 
 
iSpring Converter Pro 10 
(アイスプリング コンバーター プロ テン) 

■ 製品カテゴリー： 
HTML5、e ラーニング コンテンツ オーサリング ツール 

■ 製品概要： 
iSpring Suite Max お よ び 、 iSpring Suite 10 を 使 用 す る と 、 Microsoft® 
PowerPoint で作成したプレゼンテーションから、ワンクリックで高品質な 
HTML5 コンテンツを生成することができます。インストールすると、Microsoft® 
PowerPoint のアドインとしてツールバーが追加され、Microsoft® PowerPoint か
ら簡単に変換を実行できるようになります。 
Microsoft® PowerPoint で設定したレイアウトやアニメーションなどのエフェクトを

維持したまま変換できるほか、音声や動画を埋め込み、表現力豊かなコンテンツを作

成することが可能です。本来は数週間掛けて作成するような HTML5 や e ラーニン

グ コンテンツを使い慣れた Microsoft® PowerPoint を使用して短期間で作成できま

す。 
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また、iSpring Suite Max に含まれる iSpring Space のサービスを使用するとダウン

ロードやインストールは不要で、インターネット接続があればブラウザー (IE11 非対

応) 上でマイクロコースを作成することができます。 
 
iSpring Converter Pro 10 は、Microsoft® PowerPoint を HTML5 形式のデータへ

変換することに特化した製品となり、音声データのみ挿入が可能です。 

■ iSpring Suite Max、iSpring Suite 10 の主な機能： 
 HTML5/ビデオ (MP4) 形式のコンテンツを生成 : 

- iPhone/iPad や Android™ などのモバイルデバイス、デスクトップ PC など、

すべてのデバイスで再生可能なコンテンツを生成。 
 ビデオキャプチャ機能 : 

- 画面上の動作の録画、複数トラックでのビデオ編集やビデオ内に注釈、図や写

真等を追加することが可能。 
 マイクロコースの作成 (iSpring Suite Max に含まれるサービス) : 

- インターネット接続さえあればブラウザー (IE11 非対応) 上でマイクロコース

が作成可能。 
 Content Library (画像集 (iSpring Suite Max に含まれるサービス)) : 

- テンプレート、テーマ、キャラクター、アイコン、ボタンなど、簡単な検索機

能を備えたコースアセットの膨大なコレクションが使用可能。 
 
 
 
 
 
 

■ iSpring Converter Pro 10 の主な機能： 
 HTML5/ビデオ (MP4) 形式のコンテンツを生成 : 

- iPhone/iPad や Android™ などのモバイルデバイス、デスクトップ PC など、

すべてのデバイスで再生可能なコンテンツを生成。 
※ iSpring Conveter Pro 10 は、iSpring Suite Max、iSpring Suite 10 の機能縮小版となり

ます。 
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■ 動作環境： 
 

OS Microsoft® Windows 7/8/10/11 (32/64-bit 版) 

Microsoft® PowerPoint 
Microsoft® PowerPoint 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32/6
4-bit 版) ※ Office365 はデスクトップ版のみ対応 (クラウド

版、Win App 版は非対応) 

■ 価格： 
 

製品名 税抜価格  (税込価格) 
iSpring Suite Max, シングル ライセンス 
年間サブスクリプション 日本語版 

¥140,600 (¥154,660) 

iSpring Suite 10, シングル ライセンス 
年間サブスクリプション 日本語版 

¥111,600 (¥122,760) 

iSpring Converter Pro 10, シングルライセンス 
年間サブスクリプション 日本語版 

¥40,500 (¥44,550) 

 
製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。 
https://www.xlsoft.com/jp/products/ispring/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 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、

グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、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、アジアを含むグローバルに販売していま

す。 
コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、

API プラットフォーム、デバイスドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネ

ント、モバイルアプリ開発、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワー

ク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じた

ソフトウェア製品とサービスを提供しています。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: https://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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