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本リリースはファーストサーバ株式会社、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。 

 
2004 年 1 月 22 日 

報道各位 

 

                                            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 デヂエ」がファーストサーバの 

レンタルサーバー・サービス上で利用可能に 

 

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 (大阪市中央区、代表取締役社長：岡

田良介、http://www.fsv.jp/) は、2004 年 1 月 22 日より、Web 版ナレッジツールとして定評のあ

るサイボウズ株式会社（東京都文京区、代表取締役社長：高須賀 宣、http://cybozu.co.jp/）の

「サイボウズ デヂエ」を同社のレンタルサーバー・サービス上で簡単に利用できるサービスを提

供します。  

 

「サイボウズ デヂエ」がレンタルサーバー（ホスティング）サービス上で利用できるのは本サー

ビスが初めてとなります。 

 

【サービスの概要】  

1. サービス名称  

   「サイボウズ(R) デヂエ(R) 簡単インストール機能」  

 

2. サービス提供時期  

   2004 年 1 月 22 日  

 

3. サービス提供形態  

   ファーストサーバ社レンタルサーバー・サービスの無料オプションとして提供  

 

   （サービス紹介）  

    http://www.fsv.jp/function/b_dezie.html 

 

4. サービス利用条件  

   ・ファーストサーバ社レンタルサーバー・サービス「ビジネス 300」コース以上、もしくは 

「エンタープライズ・シリーズ」全コースをご利用中のお客様を前提とします。  

 

    （レンタルサーバ・サービスのコースについて）  

    http://www.fsv.jp/price/index.html  

    http://www.fsv.jp/es/spec/index.html  

 

   ・「サイボウズ デヂエ」の使用ライセンスは別途サイボウズ社より購入して頂く必要があり 

ます。（60 日間無料試用期間あり） 

 

    （ライセンス購入の方法）  

    http://d.cybozu.co.jp/sales/p01.html  
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【サービスの特徴】  

1. ボタン一つでインストール可能（簡単インストール・ボタン） 

   「サイボウズ デヂエ」を利用するにあたり、難解なシステム設定作業を一切無くし、ファ 

ーストサーバ社のレンタルサーバー・サービス上でボタン一つで自動的にインストールで

きます。  

 

2.「サイボウズ デヂエ」の機能活用に専念  

   ファーストサーバ社がお客様に代わって Web サーバのセキュリティ対策、24 時間運用監視 

を実施しますので、お客様は「サイボウズ デヂエ」が持つ本来の機能を十分活かすことに

集中できます。  

 

3. インターネット上に独自のアプリケーションを構築可能  

ファーストサーバ社によって最新のセキュリティ対策がなされたレンタルサーバー・サービ 

ス上に、「サイボウズ デヂエ」を利用し独自のナレッジシステムを構築することにより、利

便性が高いインターネット上での情報共有環境が容易に実現できます。 

 

【サービス提供の背景】 

ファーストサーバ社が提案する、専用インターネット・データセンター（*1）におけるレンタルサ

ーバー・サービスは、その信頼性の高さから高品質なビジネス・プラットフォームとして 20,000

社にも及ぶお客様からの支持を獲得してきました。 

 

この高価な機器の購入や運用担当要員を必要としない「管理代行型」レンタルサーバー・サービス

を、本格的にビジネスに利用したいというお客様の要望に応えて、サイボウズ社のグループウエア

「サイボウズ Office」シリーズ（2001 年 9 月提供開始）に続き、Web ブラウザからの操作のみで

簡単に Web 上にデータベースシステムを作成できる「サイボウズ デヂエ」を、サイボウズ社のホ

スティングパートナーとしてファーストサーバ社が初めてレンタルサーバー上で利用できる環境

を提供します。 

 

本サービスにより、お客様独自の在庫管理システム、勤怠管理システム、ワークフローシステム等

の業務システムを「サイボウズ デヂエ」でレンタルサーバー上に容易に構築することが可能とな

ります。 

 

ファーストサーバ社は、このように、お客様が容易に業務システムを構築できる環境を提供するこ

とで、お客様の 24 時間対応のシステム管理担当者様の代わりとなるだけではなく、システム企画

担当者様の代わりとして、お客様の業務システムの総所有コスト（ Total Cost of Ownership ）

を削減できる提案をしていくことも大切な役割と考えています。  

 

  （*1） 「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所」認定  

      JQA 適合証: No.JQACS1127  

      http://www.fsv.jp/equip/idc.html  

 

【ファーストサーバのレンタルサーバー・サービスについて】 

高信頼性データセンター施設と高品質バックボーン回線による安定したサーバー稼動環境のもと

で、セキュリティ対策、パフォーマンス監視をはじめとするインターネット環境における面倒なサ

ーバーの設定・運用管理をお客様に代わってファーストサーバが実施し、独自ドメインによる電子

メール、ホームページ、ファイルサーバー、グループウエア、ショッピングカート等がご利用にな

れるサービスです。 

 

 （機能一覧）  

  http://www.fsv.jp/function/  
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【「サイボウズ デヂエ」について】  

「サイボウズ デヂエ」は、バックグラウンドに高速なオブジェクト指向型データベースの仕組み

を有する Web 版のナレッジツールです。企業の中の個人、チームにとって必要な情報、重要な情

報の蓄積、共有、活用を Web 上で簡単に行うことができます。現在までに約 1,300 社に導入され、

営業情報、クレーム情報、Q&A 情報 ISO 管理、物流の管理など、業種を問わず、さまざまに利用さ

れています。「サイボウズ デヂエ」は、すべての操作を Web 上で行えるので、Web ブラウザの使

い方さえわかっていれば、誰でも使いこなすことができます。 

 

 (製品概要)  

  http://d.cybozu.co.jp/review/  

 

 
【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 ：〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 3F  

  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  

         ・レンタルサーバ事業  

         ・ドメインレジストレーション事業 ( ドメイン登録事業 )  

         ・コミュニケーション ASP 事業  

         ・その他、インターネット関連サービス事業  

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

         JQA 適合証 ( No.JQACS1127 )  

         ICANN 認定レジストラ  

         JPNIC 正会員  

         JPRS 指定事業者  

  ホームページ：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 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 12F  

  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ェアの開発・販売  

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

〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 3F  

 

■サービス内容に関するお問合せ先  

   サービス本部 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  

   秘書広報室   

   e-mail: pr@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 12F  

 

■「サイボウズ デヂエ」に関するお問合せ先  

   http://d.cybozu.co.jp/support/  

 

■報道関係者様のお問合せ先  

   スタッフ本部 広報 IR グループ  

   e-mail : pr@cybozu.co.jp  

 

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

※「ファーストサーバ」およびファーストサーバのロゴマーク (「(f)irst Server」/「(f)」) 

は、ファーストサーバ株式会社の登録商標です。  

※「サイボウズ」、「 Cybozu 」、「デヂエ」および「 Dezie 」はサイボウズ株式会社の登録商標 

または商標です。 
 


