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マック史上最強のオフィスソフト「Rex Office」
発売のお知らせ

マグレックス株式会社（本社：東京都新宿区新宿、代表取締役：井本賀津雄）
は、
「Rex Office」
「Rex Office Business」の２タイトルを2006年11月16日
（木）
に発売いたします。ワープロ、表計算、プレゼンテーションなど6つのアプリ
ケーションとHTMLエディターなどの強力なツールを搭載したオフィススイー
トです。Universalアプリケーションのため、Intelプロセッサ／PowerPCいず
れでもご利用いただけます。

記
1. 新製品名
・Rex Office

レックスオフィス／JAN 4527722503801／標準価格 9,800円
（税込）

・Rex Office Business

レックスオフィスビジネス／JAN 4527722503818／標準価格 12,450円
（税込）

※Rex Office Business は、Rex Office にビジネス向けの素材・テンプレートを収録したCD-ROMが同梱します。
2. 新製品の特徴
Universal対応
Rex Officeは、最強のパフォーマンスを誇るUniversal対応のオフィスソフトです。いまだUniversal対応を果たし
ていないMicrosoft OfficeのMac版に先駆け、新世代のMacを強力にサポートします。
安心の互換性
Rex Officeは、Microsoft Officeとの高い互換性を持っています。Microsoft Officeで作成されたファイルをそのま
まひらけ、編集して再度 Microsoft Office 形式での保存が可能です。
快適な操作性
Rex Officeは、高機能のオフィスソフトでありながら、他社オフィスソフトをご利用の方やオフィスソフトにあ
まり馴染みのない方でもスムーズに使える操作性を備えています。
お求めやすい価格
Rex Officeは、お求めやすい価格を設定しました。全国のマックユーザーの創造力に、ローリスクハイリターン
の環境をご提供いたします。
3. 新製品の内容

互換性と機能

・WRITER

文書を美しく効率よく作成するワープロ

アプリケーション

Rex Office

Microsoft Office

・CALC

グラフ化、データ分析まで可能な表計算ソフト

ワープロ（文書作成）

WRITER

Word

・IMPRESS

スライド作成をはじめプレゼン全体を支援

表計算

・DATABASE

大規模なデータや複雑なデータを活用

プレゼンテーション

・MATH

正確できれいな数式を描く数式エディター
図形描画に加えレイアウターとしても優秀

・DRAW

※Rex Office Businessには、ビジネス素材・テンプレート
を収録したCD-ROMが付属します。収録内容は別紙参照。

CALC

Excel

IMPRESS

Power Point

データベース

DATABASE

(Access)*1

数式エディタ

MATH

−*2

図画・レイアウト

DRAW

(Visio)*1

*1 Access、
９現在）
。 *2 Wordの機能を使う
（数式や図画だけ
VisioはMac版なし（２００６．
を保存不可） ※Microsoft Officeと高い互換性を持っていますが、
一部利用できない機
能・異なる設定があります。また、
AccessとDATABASEの保存形式に互換性はありませ
んが、
データベースへの接続は可能です。

4. 発売時期
2005年11月16日（木）
5. 価格
・Rex Office

標準価格 9,800円
（税込）

・Rex Office Business

標準価格12,450円
（税込）

6. 動作環境
（G４以降推奨） ※お使いのMacのプロセッサに合ったプログラムが自動でインストールされます。
プロセッサ Intelプロセッサ ／ Power PC
対応OS

Mac OS X 10.4.4以降

メモリ

384MB 以上

ハードディスク

400MB以上の空き領域

※Power PCは G4以降を推奨します。 ※インストールにあたり、CD-ROMドライブが必要です。 ※操作ガイドはヘルプとして収録されています。

以上

添付資料

ビジネス 素材・テンプレート CD-ROM 収録一覧
■ マネージメントの道具箱 （テンプレート）
営業関係

経営管理

経理関係

人事関係

フォルダ名

［1週２点改善運動記入表］

ファイル名

１週２点改善運動記入表.stc

［お客様協働計画書］
［フランチャイズ契約書］
［運転日報］

H16年度お客様協働計画表.stc
フランチャイズ契約書.stw
運転日報.stc

［営業マン時間分析］
［営業活動計画書兼報告書］
［営業管理シート］

営業マン時間分析.stc
営業活動計画書兼報告書.stc
営業管理シート.stc

［業務管理分担表］
［社長月間行動計画表］
［信用限度申請書］

業務管理分担表（例）.stw
業務管理分担表.stw
社長月間行動計画表.stc
信用限度申請書.stc

［粗利分析表］
［得意先別行動管理表］
［稟議書］

粗利分析表.stc
得意先別行動管理表.stc
稟議書
（原本）.stc

［医業パック(1)経理手順］
［医業パック(2)入力用シート］

経理業務手順書.stw
クレジットカード明細入力シート.stc

［医業パック(3)勘定科目基準］
［医業パック(4)窓口収入差異検討表］

勘定科目シート.stc
窓口収入差異検討表.stc

［リース管理台帳］
［リース料支払一覧表］
［仮出金票］
［期日別手形管理表］
［決裁願］
［現金出納帳］

リース管理台帳.stc
リース料支払一覧表.stc
仮出金票.stc
期日別手形管理表.stc
決裁願.stc
現金出納帳.stc

［資金繰（建設業用）
］

資金繰
（建設業用）.stc

［資金繰・支払予定表］

資金繰・支払予定表.stc

［資金繰り表（月次）
］

資金繰り表（月次）
.stc

［資金繰り表（年次）
］
［車両管理台帳］
［借入金一覧表］
［総債権残高検討表］
［日報］

資金繰り表（年次）
.stc
車両管理台帳.stc
借入金一覧表.stc
総債権残高検討表.stc
日報.stc

［入金集計表］
［買掛金支払予定表］

入金集計表.stw
買掛金支払予定表.stc

［買掛金集計表１年分］
［売掛金・買掛金・未払金管理表］

買掛金集計表 １年分.stc
売掛金・買掛金・未払金管理表.stc

［売掛̲買掛集計表］

売掛̲買掛集計表.stc

［保険管理台帳］
［立替経費精算書］
［領収書の見本］

保険管理台帳.stc
立替経費精算書.stc
領収書の見本.stc

［応募者電話受付表］
［応募者問合せ応対マニュアル］
［機密保持に関する誓約書］
［交通費申請兼給与振込口座申請書］
［通勤申請書社員情報 記入用紙］

応募者電話受付表.stw
応募者問合せ応対マニュアル.stw
秘密保持に関する誓約書.stw
交通費申請兼給与振込口座申請書.stc
通勤申請書社員情報 記入用紙.stc

［職種別条件一覧表］
［選考結果通知］
［選考準備チェックリスト］
［選考対象者名簿記入表］

職種別条件一覧表.stc
選考結果通知.stw
選考準備チェックリスト.stc
選考対象者名簿記入表.stw

シート名

・サンプル
・原本
・原本
・運転日報
・運転日報記入例
・営業マン時間分析
・販売目標必達月次計画
・月度訪問計画̲実績表
・営業週報

税務

・与信申請
・試験研究費
・粗利益分析表
・最新版

・カード̲家賃明細
・控除金明細

・原本
・リース料支払一覧表
・仮出金票
・期日別手形管理表
・現金出納帳̲見本
・現金出納帳
・1ヶ月ごとの資金繰り表
・使用ガイド
・資金繰予定̲実績検討表
・使用ガイド
・資金繰り̲月次̲
・資金繰り̲月次̲̲2̲
・原本
・車両管理台帳̲原本̲
・借入金一覧表原本
・総債権残高検討表
・業務日報
・使用ガイド
・買掛金仕入支払表
・使用ガイド
・買掛金管理表
・売掛管理表
・買掛管理表
・未払金管理表
・売掛金集計表
・買掛金集計表
・原本
・シート1
・12̲11領収書の見本

・交通費̲給与口座申請書
・通勤̲給与
・通勤
・職種別条件一覧表̲記入用紙̲
・選考準備チェックリスト

［入社式概要］
［入社承諾書］
［入社前事前準備リスト］

入社式概要.stw
入社承諾書.stw
入社事前準備リスト.stc

［備忘録］
［不採用通知（サンプル）］
［履歴書受付表兼チェックリスト］
［労働条件のあらまし（サンプル）］

備忘録.stw
不採用通知（サンプル）.stw
履歴書受付表兼チェックリスト.stw
労働条件のあらまし
（サンプル）.stw

［開始貸借対照表］
［株式・出資名簿］

［金融財産の名義変更］
［個人事業届出書］

開始貸借対照表.stw
株券不所持の申出書.stw
株主名簿(改定版）.stw
株主名簿（株券不発行）.stw
出資名簿.stw
金融財産の名義変更.stw
個人事業届出書.stc

［消費税関係届出書一式］

消費税関係届出書一式.stc

［税務署異動届］
［相続開始の手続き］
［相続財産概算計算］

税務署異動届.stc
相続開始の手続き.stw
相続財産概算計算.stc

［相続人関係図］

相続人関係図.stc

［必要書類リスト］
［不動産買った時の税金計算シート］
［法人異動届（大阪市）］
［法人異動届（府税）］

必要書類リスト.stc
買ったときの税金計算シート.stw
法人異動届（大阪市）.stc
法人異動届（府税）.stc

・入社事前準備事項リスト
・交通費̲給与口座申請書

・個人開廃業届
・青色申告承認申請
・給与支払事務所届
・納特届
・簡易課税選択不適用届
・課税期間特例選択届
・課税期間特例選択不適用届
・原本
・相続依頼時確認事項
・相続依頼時確認事項2
・家族名義財産リスト
・必要書類リスト
・身辺関係図
・相続人情報
・必要書類リスト
・原本
・原本

■ プロジェクト管理 （テンプレート）
フォルダ名

［プロジェクト管理］

ファイル名

プロジェクト管理.stc
販売業務/担当者スケジュール.stc

■ 宛名ラベル （テンプレート）
フォルダ名

［住所ラベル］

［メディアラベル］

ファイル名

宛名10面 WL-SG9957.ott
宛名21面 WL-SG3864.ott
宛名24面 WL-SG3464.ott
宛名16面 WL-SG3499.ott
宛名18面 WL-SG4663.ott
宛名14面 WL-SG3899.ott
宛名1面 WL-SG199289.ott
宛名8面 WL-SG9967.ott
宛名12面 WL-SG6372.ott
宛名4面 WL-SG99139.ott
宛名6面 WL-SG9993.ott
宛名65面 WL-SG3821.ott
宛名2面 WL-SG188143.ott
オーディオカセット12面 WL-SGACL.ott
CDDVD2面 WL-SGCDA4.ott
CDDVD2面No2 WL-SGCDB.ott
CDフルフェイス2面.ott
フロッピーディスク12 WL-DISKw.ott
フロッピーディスク15 WL-DISKf.ott
ミニCD4面 WL-SGMINICD.ott
ビデオテープ12面 WL-SGVTF.ott

シート名

・業務一覧表
・担当者̲予定表
・製作プロジェクト̲タスク表
・製作プロジェクト̲フロー
・製作プロジェクト̲予定表

■ 写真 （素材）
［素材］／［写真フォルダー］
／［写真］
の中に JPEG形式で
900点以上の写真素材を収録しています。

■ クリップアート （素材）
［素材］／［クリップアート］
の中にジャンル別に PNG形式で
6,500点以上のイラスト素材を収録しています。

● インストール先について
初期設定では、
［アプリケーション］
内に
［RexOfficeビジネス素材
テンプレート］フォルダとしてインストールされます。

※収録されている素材の使用条件は、それぞれのフォルダに納められ
ているライセンスに関する文書ファイルに記載されています。
※［テンプレート］
フォルダ内の「収録テンプレート.stc」
に、ビジネス
用テンプレートというシートが掲載されていますが、今回のバージョ
ンでは未収録です。ご了承ください。

