
 
本リリースはファーストサーバ株式会社とサイボウズ株式会社の共同リリースです。両社から重複して配

信される場合がありますが、あらかじめご了承ください。 

 

報道各位                                                           2002 年 12 月 24 日 

 

                                                                 ファーストサーバ株式会社

                                                                     サイボウズ株式会社 

 

「サイボウズ「サイボウズ「サイボウズ「サイボウズ AG  AG  AG  AG プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト /  /  /  / ワークフローワークフローワークフローワークフロー /  /  /  / 報告書」を報告書」を報告書」を報告書」を ASP  ASP  ASP  ASP 提供開始提供開始提供開始提供開始    
。 

 

レンタルサーバー事業を展開するファーストサーバ株式会社 (大阪市淀川区、http://www.fsv.jp/ ) は、

サイボウズ株式会社 (東京都文京区、http://cybozu.co.jp/ ) のグループウエア「サイボウズ AG」のオプ

ション製品 (「AG プロジェクト」、「AG ワークフロー」、「AG 報告書」) を ASP (*1) サービスとして 2003 

年 1 月 21 日から提供します。 

  *1: ASP (Application Service Provider) 

 

ファーストサーバ社では、既に 2002 年 10 月 16 日より、「サイボウズ AG」のASP 提供 (「サイボウズ 

AG for ASP」) を始めていますが、今回、新たに始めるサービスは、この「サイボウズ AG for ASP」のオプ

ションサービスとして提供するものです。 

 

今回のサービス開始により、ファーストサーバ社は、ASP サービスを充実させ顧客満足度の向上を図り、

ビジネスプラットフォームとしてのレンタルサーバーサービスの高付加価値化を進めます。サイボウズ社

は、製品提供のバリエーションに ASP 提供を加え、「サイボウズ AG」およびオプション製品導入の敷居

を下げることで、お客様のグループウエア活用の幅をひろげ、市場の拡大を図ります。 

 

【サービスの概要サービスの概要サービスの概要サービスの概要】 

  [サービス名称] 

    ファーストサーバ高機能オプションサービス 

    『サイボウズ(R) AG for ASP』 

 

        ○基本サービス           ※リリース済み(2002 年 10 月 16 日) 

        ○AG オプションサービス  ※今回のリリース対象 

            「サイボウズ(R) AG for ASP プロジェクト 1.2」 

            「サイボウズ(R) AG for ASP ワークフロー 1.2」 

            「サイボウズ(R) AG for ASP 報告書 1.2」 

 

  [サービス提供形態] 



    下記に挙げるファーストサーバ提供の 2 サービス両方のご利用を前提とする有料 ASP サービス 

      ・レンタルサーバーサービス (「ビジネス 300」以上のコース) 

      ・サイボウズ AG for ASP (基本サービス) 

 

  [サービス提供時期] 

 

    2003 年 1 月 21 日 (サービス申込受付も同日から) 

 

  [サービス提供価格] 

 

    サイボウズ AG for ASP プロジェクト 1.2 

      初期設定費用  3,000 円 

      月額利用料金    300 円 / アカウント 

 

    サイボウズ AG for ASP ワークフロー 1.2 

      初期設定費用  3,000 円 

      月額利用料金    300 円 / アカウント 

 

    サイボウズ AG for ASP 報告書 1.2 

      初期設定費用  3,000 円 

      月額利用料金    300 円 / アカウント 

 

    ※お申し込みはすべて 10ユーザー単位となります。 

� 上記 3 サービスのご利用に際しては、同時にレンタルサーバーサービス(「ビジネス 300」以上

のコース)、「サイボウズ AG for ASP」(基本サービス) をご契約頂く必要がございます。 

 

  (ご参考) 

    レンタルサーバーサービス「ビジネス 300」のご利用料金 

      初期設定費用  10,000 円 

      月額利用料金   9,500 円 / 月 

 

    サイボウズ(R) AG for ASP (基本サービス)のご利用料金 

      初期設定費用  10,000 円 

      月額利用料金     800 円 / アカウント 

      ※お申し込みはすべて 10ユーザー単位となります。 

 

 

  [ターゲット市場] 



 

    システム管理を行う技術者の不足、セキュリティ確保の不安といった、主にサーバー運用管理上の 

   障壁によって、情報共有のニーズがありながらもグループウエアの導入に踏み切れなかった企業をタ 

   ーゲットに販促展開を考えています。 

  [サービスの特長] 

  本サービスをご利用になるお客様は、初期投資リスクを最小限にして「AG プロジェクト」、「AG ワーク 

   フロー」、「AG 報告書」の各機能を使い始めることができます。 

  「サイボウズ AG」、「AG プロジェクト」、「AG ワークフロー」、「AG 報告書」が稼動するサーバーの運 

   用管理はファーストサーバが ASP サービスの一環として実施します。お客様は、サーバー運用の手 

   間が省け、同時にインターネット環境でのセキュリティ管理からも解放されます。 

  本サービスは、サイボウズ製品を存分に駆使しつつ、自社のコア・コンピタンス (自社の強み) に専念 

   できる体制をいち早く確立する為のベストソリューションとも言えるでしょう。 

 

【サイボウズ製品についてサイボウズ製品についてサイボウズ製品についてサイボウズ製品について】 

 

  [サイボウズ AG]  http://cybozu.co.jp/products/ag/ 

    15,000 社、20,000 部門 (2002 年 12 月現在) の導入実績を有し、使い易さに定評のある Web グ 

    ループウエア製品の最新版。 

 

  [サイボウズ AG プロジェクト]  http://cybozu.co.jp/products/agprj/ 

    コミュニケーション・ワークスペースを目指したプロジェクト支援ツール。 

    プロジェクト進行に必要な情報が集中して管理できます。 

 

  [サイボウズ AG ワークフロー]  http://cybozu.co.jp/products/agwf/ 

    申請・承認業務の為の電子決裁ツール。 

    業務用途に合わせた様々なフォームが Web 画面から簡単に作成できます。 

 

  [サイボウズ AG 報告書]  http://cybozu.co.jp/products/agrp/ 

    顧客とのやりとりを手軽に報告書にまとめあげることができる情報共有ツール。カスタマイズできるフ 

    ォームで高い汎用性を有します。 

 

【ファーストサーバ社のレンタルサーバーサービスについてファーストサーバ社のレンタルサーバーサービスについてファーストサーバ社のレンタルサーバーサービスについてファーストサーバ社のレンタルサーバーサービスについて】 

  ファーストサーバ社のレンタルサーバーサービスは、18,000 社のお客様(2002 年 11 月現在) にご利 

  用頂いています。ファーストサーバ社では、「お客様のビジネススタイルを変革する」をキャッチフレーズ 

  に、「ASP プラグ&プレイ戦略」(*2)、「モバイルマルチプラットフォーム戦略」(*3)をはじめとして、企業ユ 

  ーザー様の IT 戦略を強力に推進するサービスの拡充に努めています。 

 

    *2: 定評のあるビジネス・アプリケーションの ASP 提供。 



    *3: 提供サービスのモバイル端末 (携帯電話等) 対応。 

 

    ●ファーストサーバ社のレンタルサーバーサービス 

      http://www.fsv.jp/ 

 

【サービス提供の背景サービス提供の背景サービス提供の背景サービス提供の背景】 

ファーストサーバ社が、同社のレンタルサーバーサービス上で提供する一連のサイボウズ関連サービス 

は、合わせて既に 800 件を超えるご利用を頂いています。 

 

  ・「サイボウズ Office 4 簡単インストール機能」(2001 年  9 月) 

  ・「サイボウズ Office 4 for ASP」             (2001 年 12 月) 

  ・「サイボウズ AG 簡単インストール機能」      (2002 年  7 月) 

  ・「サイボウズ AG for ASP」                   (2002 年 10 月) 

 

これらサービスをご利用頂いてるお客様から、かねてより「サイボウズ AG」のオプション製品も ASP 提 

供してほしいとのご要望を数多く頂いていました。今回の新サービスの提供は、こうしたお客様の声に応 

えるものでもあります。 

 

《本件に関するお問合せ先本件に関するお問合せ先本件に関するお問合せ先本件に関するお問合せ先》 

ファーストサーバ株式会社 http://www.fsv.jp/ 

〒532-0033 

大阪市淀川区新高 3-9-14 MM ビル 6F 

 

  ■サービス内容に関するお問合せ先 

    インフォメーションセンター 

      e-mail: info@fsv.jp 

      TEL   : 0120-414-538 

 

  ■報道関係者様のお問合せ先 

    企画部 広報グループ 

      e-mail: press@fsv.jp 

      TEL   : 0120-414-538 

 

サイボウズ株式会社 http://cybozu.co.jp/ 

〒112-0004 

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 

 

 



  ■一般のお客様のお問合せ先 

    http://cybozu.co.jp/inquiry/ag/ 

      TEL ：03-5805-9011 (平日 9：00～18：00) 

 

  ■報道関係者様のお問合せ先 

    広報グループ 

      e-mail: pr@cybozu.co.jp 

---------------------------------------------------------------------- 

[ファーストサーバ社について] 

  社名      : ファーストサーバ株式会社 

  代表者    : 代表取締役社長  岡田 良介 

  本社所在地: 〒532-0033 大阪市淀川区新高 3-9-14 MM ビル 6F 

  資本金    : 293 百万円 (株式会社クボタ 85 ％出資) 

  営業開始  : 2000 年 6 月 1 日 

  事業内容  : 情報処理サービス業(レンタルサーバー事業、 

              ドメインレジストレーションサービス事業 等) 

              一般第二種電気通信事業(届出番号 E-14-1983) 

  URL       : http://www.fsv.jp/ 

 

[サイボウズ社について] 

  社名      : サイボウズ株式会社 

  代表者    : 代表取締役社長兼 CEO  高須賀 宣 

  本社所在地: 〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 

  資本金    : 424 百万円 

  設立      : 1997 年 8 月 8 日 

  事業内容  : インターネット/イントラネット用ソフトウエアの開発・販売 

  URL       : http://cybozu.co.jp/ 

 

---------------------------------------------------------------------- 

※「サイボウズ」およびサイボウズのロゴマークは、サイボウズ株式会社の 

  登録商標です。 

 

 
 


