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Press Release 
報道関係 各位 

2016年 10月 28日 

エクセルソフトは、インターネット、セキュリティ、および     

e-ビジネス コンポーネントを提供する /n software 社の 

IP*Works! 製品を販売開始 

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、/n software 社のインターネット アプリ

ケーション開発ツール IP*Works! を 2016年 10月 25日より販売開始します。 

IP*Works! は、モバイルから  Web サーバー、デスクトップまでクロスプラット

フォームに対応し、セキュリティ機能を含むインターネット アプリケーションを素早く

開発できるコンポーネント スイートです。 

■ 製品名： 

/n software IP*Works! 

(エヌ ソフトウェア アイピーワークス) 

■ 製品カテゴリー： 

インターネット アプリケーション開発ツール 

■ 製品概要： 

IP*Works! は、プログラミング可能なインターネット コンポーネントの最も包括的

なスイートとして世界的なベストセラー製品です。 IP*Works! は、ほとんどの  /n 

software 社の製品の主要構成要素となっており、その製品ラインにはインターネット通信を

サポートする IP*Works!、セキュリティおよびメール関連製品である  IP*Works! SSL、

IP*Works! SSH、IP*Works! S/MIME、ネットワークのセキュリティ サポート コンポーネント

の IP*Works! S/SNMP などがあります。また、年間サブスクリプションベースの Red 

Carpet は、/n software 社の全製品が含まれるスイート パッケージです。 

■ 製品の主な特長： 

 IP*Works! 

IP*Works! はインターネット アプリケーション開発のための包括的なフレームワークで、

使いやすくプログラミング可能なコンポーネントにより、メール送信、ファイル転送、ネット

ワーク管理、Web 閲覧、Web サービスの使用などといったタスクが容易になります。

IP*Works! は、FTP、HTTP、SMTP、POP、IMAP、LDAP、DNS、RSS、SMPP(SMS)、

XMPP (Jabber)、SOAP、WebDav など 40 種類以上の主要なインターネット プロトコ

ルやテクノロジを迅速に統合できる、堅牢なフレームワークです。 
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(Xamarin Android で IP*Works! を使用したコード例)  (Xamarin iOS で IP*Works! を使用したコード例) 

 IP*Works! SSL 

IP*Works! SSL は、ランタイムフリー配布で利用可能な SSL 対応コンポーネント

の包括的なスイート製品です。開発者コミュニティでは、わかりやすく直感的なイ

ンターフェイスとパワフルな生産性機能で知られる、IP*Works! パッケージのコン

ポーネントのドロップイン代替品として、セキュアなインターネット開発において

これまでにない使いやすさを実現します。 

 IP*Works! SSH 

IP*Works! SSH は、インターネット アプリケーション開発のための SSH 対応コンポー

ネントのスイート製品です。汎用の SSH コンポーネント、Secure FTP (SFTP/SCP)、

SExec、SSHTunnel などのツールを使って SSH 対応のアプリケーションを構築できま

す。公開鍵認証、3DES 暗号化、整合性チェック、デジタル証明書を使ったエンタープライ

ズクラスのセキュリティ機能を提供しています。 

 IP*Works! S/MIME 

IP*Works! S/MIME は、電子メールの暗号化およびドキュメント セキュリティのための包

括的なコンポーネント スイートです。暗号化および復号には、PKCS を用いた S/MIME 

標準を実装しています。S/MIME 対応バージョンの IP*Works! POP3、IMAP、SMTP、

FileMailer、および HTMLMailer コンポーネントだけでなく、汎用の S/MIME コンポー

ネントも含まれており、デジタル証明書の作成、署名、および管理機能も提供しています。 

 IP*Works! S/SNMP 

IP*Works! S/SNMP は、セキュアなネットワーク管理ソリューション構築のためのフレー

ムワークです。IP*Works! S/SNMP の利用により、最新の SNMPv3 セキュリティ機能

による認証、承認、アクセス制御を使ったネットワーク ソリューションや管理可能なソフト

ウェア アプリケーションが容易に構築できます。 

 Red Carpet 年間サブスクリプション 

Red Carpet 年間サブスクリプションには、IP*Works! 製品ラインの全プラット

フォーム エディションをはじめとした、n/ software 社の扱う全製品が含まれます。

また、サブスクリプション期間中におけるそれらの製品のアップデート、アップグレード、

新バージョンが提供されます。 
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■ 価格 

 

製品名 価格 (税抜) 

Red Carpet 年間サブスクリプション  
1 開発者、マルチ ワークステーション、/n software 全製品 

¥207,800 

IP*Works! V9 C/C++ Edition - Windows 
 1 開発ワーク ステーション、ランタイムフリー配布 

¥93,400 

IP*Works! V9 Xamarin Edition 
 1 開発ワーク ステーション、ランタイムフリー配布  

¥77,800 

IP*Works! SSH V9 C/C++ Edition - Windows 
 1 開発ワーク ステーション、ランタイムフリー配布  

¥155,800 

IP*Works! SSH V9 Xamarin Edition 
 1 開発ワーク ステーション、ランタイムフリー配布  

¥155,800 

 

Red Carpet 年間サブスクリプションは開発者ライセンスで、1 ライセンスにつき 1 

開発者による複数の PC での使用が可能です。 

それ以外の単体コンポーネントはワークステーション ライセンスで、1 ライセンス

につき複数ユーザーによる 1 開発ワークステーション (PC) での使用が可能です。 

 

上記は IP*Works! 製品の一部です。弊社では、この他にも /n software 社のすべての

製品を取り扱っております。製品の詳細および価格については、弊社 Web ページを

ご参照ください。 

http://www.xlsoft.com/jp/products/nsoftware/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 

 

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/products/nsoftware/index.html
http://www.xlsoft.com/jp
mailto:xlsoftkk@xlsoft.com

