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全製品をパッケージ − スイート製品
【A HotDocument】
シリーズの全言語、全バージョンをパッケージして、
ドキュメント自動生
成ツールスイート
【A HotDocument】Studio2.0として発売しました。全ての開発言語で、
納品時に必要な統一されたドキュメントが生成できます。通常価格693,000円のところをパッ
ケージ価格148,000円という低価格で販売しているため、大変お買い得になっております。

ドキュメント自動生成ツールスイート
【A HotDocument】Studio2.0の製品内容

Visual Studioに完全対応。
Webサービス/.NETのドキュメントを自動生成
Visual Basic、Visual C#対応版の新バージョンはWebサービス/.NET独自のドキュメントを含む全
63種類になりました。追加されたドキュメント構成と内容は下記の通りです。
Webサービス関連のドキュメント
Web Method情報 Web Method名,属性,行数,ファイル名,Web Methodのインターフェース等々
Web参照情報

Web参照名,URLの動作,Web参照URL,WSDLパス名,URL,既定Namespace,
Web参照ファイル名,Web参照フォルダ名,ローカルパス等々

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Visual Basic

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Visual C++

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Visual C#

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Visual J#

コントロール名,サイズ,位置,ファイル名,タブ,BackColor,
プロジェクト全体情報 ForeColor,Text,BorderStyle等々

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Java

構成プロパティ情報

Import名,継承情報,出力形式,プロジェクトプロパティ,ソリュー
ションプロパティ,構成プロパティ,開発環境プロパティ等々

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for C++Builder

Property情報

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for ANSI-C

Property名,属性,行数,ファイル名,Propertyのインターフェー
ス等々

クラス情報
ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Access

クラス名,属性,継承,ファイル名,フルネーム,モジュール名,属
性,ファイル名,フルネーム等々

ドキュメント自動生成ツール
【A

HotDocument】
for Excel

Interface情報

Interface名,Interfaceの型,Delegate名,Delegateの型,
Delegateのフルネーム,Event名,Eventの型,Eventのフル
ネーム,Enum名,Enumの型等々

価格 ¥148,000（税別）

価格 ¥39,800（税別）

Visual Studio独自のドキュメント
プロジェクト概要

経済産業省
優秀情報処理システム
情報化月間
推進会議議長
表 彰

Assemblyのタイトル,説明,会社名,製品名,ファイル名,
Namespace名,Namespaceメンバ数,Implement名等々

利用実績

年間最優秀
ソフトウェア賞
受
受 賞
賞

第1位 製品認知スコア 第2位

─ 日経ソフトウエア 製品認知度・利用実態調査結果 ─

※記載の製品名、各社の商標または登録商標です。

株式会社
【A

情報処理
推進機構（IPA）

カスタマーサービス
: info@hotdocument.net
: http://www.hotdocument.net/
HotDocument】
E-MailE-Mail
: info@hotdocument.net
URL :URL
http://www.hotdocument.net/

企画、開発元：株式会社【A HotDocument】
2009.10

No.
No.1

シェア

10万以上の実績

ユーザ数

【A HotDocument】シリーズ

ソースファイルより瞬時に、
きれいなドキュメントを自動生成
ドキュメント作成は面倒ではありませんか？
【A HotDocument】
は、
ソースファイルより数十種類のドキュメントを

【A HotDocument】の処理の流れ図
Visual Studio

自動生成し、面倒なドキュメントの作成作業を自動化します。また、社内

Access

システムの内部資料としても、
ソースファイルを解析するリバースエンジ

Excel

ニアリングツールとしても利用可能です。
ドキュメントの作成作業を自動

Java

化する事で、確実に工数削減とコストダウンを実現できます。

C++Builder

入力

C#Builder

統一感のあるドキュメントを作っていますか？

自動生成

好評のVisual Basic、Visual C++、C++Builder、Access、Excelから、
自動生成

Visual C#、C#Builder、Visual J#、Javaまで対応しています。
そのため、
異なる言語で開発されたシステムでも、統一感のある洗練されたドキュ
メント体系を得ることができます。
また、不要なドキュメントがあることによ
り、必要な情報が埋もれてしまわないように、必要な情報をより簡潔に生
成します。

クラス図
（chm形式）

テキスト形式
xml形式
chm形式

開発の標準化ができていますか？

Webフォーム説明書
（Excel形式）
html形式

付属する簡単なコメント規約を利用すれば、
さらに詳細なドキュメント生

Excel形式

成ができ、人によってバラバラになりがちなコーディングも標準化されます。
もちろん、
コメント規約に従っていなくても、問題なく類似ツールより高
品質なドキュメントが生成されます。通常書くコメントを少しの手間で最
大活用できますので、非常に効率的です。

納品用、開発時に使えるドキュメント形式ですか?
納品用ドキュメントとして好評のExcel形式に加え、html/chm/xml形式
のドキュメントが出力できるようになりました。Excel形式は、一冊のプロ
グラム設計書としてブックファイルへ出力するので、納品用ドキュメントに
最適です。罫線、網掛け、印刷レイアウト機能などExcelの機能を最大
限に活用し、最高品質の綺麗なドキュメントになります。html/chm形式
は、開発時におけるドキュメントの情報共有にご利用いただけます。最新
のプロシージャ情報などをリアルタイムに公開することにより、開発時の
混乱を未然に防ぐことができます。

実質的な日本標準のドキュメント形式
【A HotDocument】
は既に１０万以上のユーザの方々にご支援い
ただき、
日本のドキュメント自動生成ツールではデファクトスタンダード
になっています。数ある開 発 支 援ツールの中のトップブランドで
ある
【A HotDocument】
は、
ドキュメントの自動生成に特化しており、
その完成度では群を抜いています。

開発者が作った開発者のためのツール
【A HotDocument】
は、パッケージソフトとして開発されたのではあり
ません。受注開発が主業務の弊社では、開発の効率化をいかにするか
議論し、
ドキュメント作成工程の自動化を思いついたのです。数億円の
受注開発システムと同時に納品しても、見劣りしないドキュメントを作
ることをテーマにツール開発に励みました。納品したエンドユーザの方々
の勧めもあって、パッケージソフトとして販売することになったのです。

クラス定義書
（chm形式）

レポート定義書
（chm形式）

ファイル一覧
（Excel形式）

プロシージャ定義書
（html形式）

リレーションシップ定義書
（html形式）

プロシージャフロー
（Excel形式）

