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Nisus Writer Pro 2 
Nisus Writer Pro は、パワーユー
ザー向けMac OS X用ワードプロ
セッサーです。Nisus Writer Pro 
の一番大きな魅力は、インテルの
最適化されたプログラミングコー
ドにより、始動とスクロール、タ
イピングが格段に速くなったこと
です。また、Nisus Writer Pro は
多くの脚注・後注がある研究レ
ポートのような書類や、何百ペー
ジにも及ぶとても長い書類を扱う
ことができます。そして、これら
の長い書類を作成中、より簡単に
作業ができるように、文章作成に
必要な全てのツール、索引、目次
作成、ブックマーク、クロス参照
及び行番号機能を付け加えまし
た。略語辞書機能も加わったの
で、よく使う表現を登録して略語
を入力するだけで、登録した表現
に置き換えることもできます。
又、テキストのページに画像を挿
入し、画像とテキストの配置の指
定もできます（画像にテキストの
回り込みが可能）。そして、ネイ
ティブのOS X Cocoa インタ
フェースでありながら、簡単に使
用できる Nisusの良さを損なうこ
となく、これらの新機能が付け加
えられています。

是非一度、Nisus Writer Pro を試
してみて、本当にどれくらい速く
動作するかをお確かめ下さい!
•パワフルなグラフィックツール搭載！

•書類の編集トラッキング

•編集可能なウォーターマーク（透かし）

•ePub電子出版エクスポート(列 iPad)

• OS 10.4.x～10.7.x 対応
• Universal Binary (Intel/PPC)

iLiner 3
新時代のアウトライン・プロセッ
サー。ブレインストーミングに... 
アウトライン作成に... プレゼン
テーションに...知的生産のベスト
パートナー！

アイ・ライナーは、アイデアをま
とめたり、データを整理・分類す
るのに便利なツールです。メモを
取る感覚で思いつくままにアイデ
アをリストし、後からドラッグ&
ドロップ操作で順序を入れ替えた
り、階層的に整理することができ
ます。文字だけでなく、グラ
フィックやサウンドも混在するこ
とができます。

さらに、作成したアウトラインの
TextをQuickTimeスライドショー
として保存することもできます。
アイデアの整理から、簡単なプレ
ゼンテーションまで、これ１本で 
OK！
•トピックを親子関係（家族関係）の階層
構造で管理（アウトライン表示）

•トピックの追加、削除、移動及び展開、
縮小が自在

•１つのトピックに文字とグラフィックを
混在させることが可能

•アウトラインを他のアプリ（ワープロ
等）にドラッグ＆ドロップ可能

•書出フォーマット：
OPML、Text、Unicode、RTF（書出の

み）

• OS 10.4.x～10.7.x 対応
• Universal Binary (Intel/PPC)
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Grammarian Pro X 2
Grammarian ProX は、Mac OS 

X 上で作動する電子メールプログ

ラムやワードプロセッサにて英文

法のチェックを行うプログラムで

す。

Grammarianをインストールする

とメニューバーにGrammarian メ

ニューが追加され、そのメニュー

から随時英文の文法チェックが行

えます。また、入力と同時にリア

ルタイムにチェックを行うことも

出来ます。句読法、文体、文法等

をチェックするために、他のプロ

グラムを起動する必要はありませ

んので、時間を節約でき操作も簡

単です。

基本的にほとんどのMacアプリ

ケーションでシームレスに使用で

きますが、ご購入前にDemo版に

てお使いのアプリケーション上で

の動作確認を行って頂くことを強

くお薦めします。

•文法チェック・タイミングの指定可能書類
全体、選択範囲内、またはタイプと同時に
文法チェックの指定可能
•英語力を伸ばす、詳しい説明表示可能
•処理速度が早くなりました。
• 64 ビットのインプッドメソッド対応
•スペル&文法チェックの正確さが向上
•自動書類マークアップ機能
•HTML&数式(Latex)書類チェック機能
•統計学的分析の向上

• OS 10.5.8～10.7.x 対応
• (Intel Mac)

DEVONagent Pro 3
DEVONagent は、インターネッ
ト上のあらゆる情報を探る優秀な
探偵です。さまざまなテクニック
を駆使してネットをスキャンし、
膨大なWebページを収集し、判り
やすく要約します。
何か情報が掲載されていないか、
あれこれと同じサイトを何度も見
ることはないですかDEVONagent 
の"crawler"は、あなたに替わって
そ の 仕 事 を 実 行 し ま す 。
DEVONagent は、リストされた
サイトを自動でスキャンし、必要
なものだけをリポートします。
端的に言えば、DEVONagent 
は、有機的なプロのWebサー
ファーの代表格なのです。ジャー
ナリストやアナリスト、マーケ
ティングやPRマネージャー、学
生、研究者、法律家など、メガバ
イトに及ぶデータを自ら掘り起こ
すことなく、多くの正確で具体的
な情報を探している人達にとって
理想的！DEVONagent は、検索
可能なアーカイブから、全てもし
くは選択的に得た結果を蓄積しま
す。また、同時に多様な検索が可
能で、多種多様な検索エンジンに
対応し、自動で要約を作成しま
す。
• DEVONagent 3 のディフォルト高速ス

キャンオプションは、検索項目をGoogle, 

Yahoo, Bingなどの主要なインターネット

検索エンジンに送信します。

• OS 10.5.8～10.7.x 対応
• Universal Binary (Intel/PPC)

DEVONthink Pro 2
マルチメディアファイルの管理、
書類、メモ、ヘルプ、マニュア
ル、レファレンス、テキストや
コードの断片、ウェブサイト全
体、インターネットアドレスなど
を、キーワードやフレーズ検索が
可能な状態で、知識データベース
に保存し、特定の内容を扱う書類
を検索したり、コンテンツに基づ
いて書類を自動分類することがで
きます。

コンテンツの自動/半自動分類、
類似コンテンツをリスト表示（参
照機能）、類似用語によるイメー
ジやテキスト分析及び要約、
Finderに似たインターフェイス、
サービス機能を含めてMacOS X 
に対応。
•ﾃｷｽﾄやｲﾒｰｼﾞ、PDFからHTML, XMLま

で、あなたの思い通りのデータを蓄積

•コンテンツ（テキスト、RTF、HTML、

XML） 編集可能

•内蔵の簡易アウトライナーであなたの思

考をサポート

•Apple社のWebKitベースのブラウザー

•ダイナミック Wiki-style リンクや静的ク

ロスリンクに対応

•ユーザーフレンドリーでFinderに似たイ

ンターフェイス

•コンテンツの素早いナビゲーションと表示

•「2ヶ以上のデータベースを同時に表示・

検索可能」 複数のデータベースを別ウィン

ドウで開けます。
• OS 10.5.8～10.7.x 対応
• Universal Binary (Intel/PPC)


