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＜広報情報＞ 

ユニチカ情報システム、ウイングアークの「SVF」を採用した 

Web 帳票システム用パッケージ「DIRECT-EA/帳票エージェント」を出荷 

 

ユニチカ情報システム株式会社 

ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 
 

 ユニチカ情報システム株式会社（以下 U．I．S．、本社：大阪市中央区、取締役社長 福

本隆司）は、Web システムを開発するユーザ企業を対象に、業務アプリケーションで必要不

可欠な帳票開発の大幅コスト削減を実現するパッケージソフトウエア「DIRECT-EA（ディレ

クティア）帳票エージェント」を９月１日より製品出荷することになりましたので、お知

らせいたします。 

 U．I．S．では、Web 環境での帳票開発の必要性から、帳票作成エンジンの活用を大きな

特長とする帳票生成のパフォーマンス（生産性）と品質確保を実現する、Web 帳票アプリケ

ーションパッケージ「DIRECT-EA/帳票エージェント（以下、帳票エージェント）」を開発し、

９月１日より製品出荷を開始いたします。価格は基本機能製品（Web システムのサーバにユ

ーザが同時にログオンできる数 20 ポート分）を 300 万円からとし、今後３年間で売上２億

円を見込みます。 

 

 さまざまなビジネス環境の変化の中、各企業は自社の競争力を維持するため、また業務

効率をあげるための運用の見直しとして、Web システムへの取り組みを急ピッチで進めてい

ます。 

 しかし、低コスト・短期間での Web システム構築が強く期待されながらも、既存のパッ

ケージソフトウエアだけでは十分に固有の業務要件をカバーすることは難しく、結果的に

プログラムで作り込みが不可欠で、システム全体のコスト増を引きおこしているのが現状

です。 

 とくに、Web システムでの代表的な固有の業務要件として注目される帳票開発の分野は顕

著で、売上明細や請求書発行などのリアルタイム帳票システムの仕組みづくりが大きな課

題となっていました。 

 U．I．S．の帳票エージェントは、コアの帳票作成エンジンにウイングアーク テクノロ

ジーズ株式会社（以下ウイングアーク テクノロジーズ、本社：東京都渋谷区 代表取締役

社長 内野弘幸）の帳票ツール「Super Visual formade（以下、SVF）」ならびに、帳票生成

エンジン「SVF for Web/PDF Java Edition」を採用しています。SVF は、全国の上場企業に

おける帳票システムで 11,000 社以上に採用されている実績があり、とくにさまざまな企業



固有の帳票様式に適用できる特長と、Web システムでの出力品質に高い信頼性があります。 

 

 帳票エージェントは、Web システムでの業務アプリケーション開発で課題となるセキュリ

ティ管理、帳票出力のための作表要求および照会画面開発、作表処理のスレッド管理など、

帳票システムを作成するために必要な多くのプログラム作成を解消します。また、Web シス

テム開発の帳票分野で、業務担当者が利用するインターフェイス画面と、帳票生成時の負

荷分散処理をプログラムレスで実現する業界初の帳票アプリケーションパッケージです。

帳票エージェントの導入により、急ピッチで開発される Web システムでボトルネックとな

っていた各業務の帳票システムを早期に立ち上げ、コストパフォーマンスと運用の最適化

をオールインワンで実現します。 

 U．I．S．では、これまでに DIRECT-EA/Data エージェントを 2005 年 2 月にリリースし、

日常の業務で使い慣れたエクセルと e メールを業務のフロントに活用して社内ワークフロ

ーや取引先との業務システム連携を実現してきました。帳票エージェントは、パッケージ

製品「DIRECT-EA」シリーズの第二弾として、システム開発で負荷の大きな帳票分野の工数

削減をねらい、企業システムで標準的に使用されるウイングアーク テクノロジーズの

「SVF」に対応した帳票システム用開発パッケージとして製品化し市場に投入します。 

 

＜概要図＞ 
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＜製品価格＞ 

基本機能 

ライセンス種別  使用許諾料 

サーバー毎同時ログオン数 ２０ポート（デーモン数１） 3,000,000 円 

追加ライセンス 

ライセンス種別  使用許諾料 

サーバー毎同時ログオン数 追加  １０ポート 200,000 円 

〃     追加  ２０ポート 370,000 円 

〃     追加  ５０ポート 770,000 円 

〃     追加 １００ポート 1,400,000 円 

〃     追加 ３００ポート 3,900,000 円 

〃     追加 ５００ポート 6,150,000 円 

 

ポート 

 

〃     追加１０００ポート 10,000,000 円 

デーモン 追加１デーモン 500,000 円 
 

 

＜実行環境＞ 

OS：RedHat(R) Enterprise LINUX(R) ES 3.0 

JDK：JDK1.4.2 

DB：Oracle 9i Database Release2(9.2.0) 

WebServer：IBM WebSphere Application Server5.1 

PDF/CSV作成エンジン：SVF for Web/PDF Java Edition、SVF for Web/CSV Java Edition、

Java Connect 

 

＜ユニチカ情報システム株式会社 会社概要＞ 

本社 大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3  

設立 1987 年（昭和 62 年）1月 7日  

代表者 代表取締役社長 福本 隆司  

資本金 １億円 

従業員数 86 名（2005 年７月現在） 

事業内容 

1. コンピュータ及び通信機器を利用した情報処理サービス並びにこれに伴う

システム開発の受託。 

2. FA システムの受託開発。 

3. 汎用ソフトウェアパッケージの開発及び販売。 

4. コンピュータ及び通信機器の利用技術に関する教育並びにコンサルティン

グ業務。 

5. コンピュータ及び通信機器のソフトウェア開発に関する技術役務提供。 

6. 情報処理機器及び関連製品の販売並びに賃貸。 

7. 前記各号に付帯する一切の事業。 



＜ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 会社概要＞  

本社 東京都渋谷区渋谷 2-15-1 

設立 2004 年 3 月 

代表者代表取締役社長 内野 弘幸 

資本金 1 億円 

従業員数 120 名（2005 年 2 月現在） 

事業内容 

大手SI企業／上場企業の情報システム部門が取り組むシステム開発の効率化を

はかるため、業務アプリケーション開発に不可欠な帳票システム・集計レポー

ティング分野に特化したツール・ミドルウエア製品の開発と販売、導入支援、

コンサルティング等さまざまな保守サービスの提供を主な事業内容とします。 

 

 

<<製品に関するお問合せ先>> 

ユニチカ情報システム株式会社 システムプロダクト営業部 

 大阪 TEL：06-6281-5795  東京 TEL：03-3246-7525  e-mail: noa@unitika.co.jp  

ウイングアーク テクノロジーズ株式会社（SVF に関するお問い合わせ）  

 大阪 TEL：06-6282-2620  東京 TEL：03-5766-2833  e-mail: tsales@wingarc.co.jp 

 

 

<<本プレスリリースに関するお問合せ先>> 

ユニチカ情報システム株式会社 システムプロダクト営業部 佐藤 

TEL：06-6281-5795    e-mail: keisuke-satou@unitika.co.jp 

ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 広報担当 小田嶋/金子  

  TEL：03-5766-2833    e-mail: t-kouhou@wingarc.co.jp 

 


