本リリースは、サイボウズ株式会社、株式会社インデックス・ホールディングスと ZINGA 株式会社、
日本ベリサイン株式会社の 4 社による共同リリースです。重複して配信される可能性がありますが、
あらかじめご了承ください。
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Zinga』の正式サービス
正式サービスを
サービスを開始
携帯電話、ノート PC などの端末にコンタクト情報を残さないウルトラセキュリティ
ベストユーザビリティを追求し、使い勝手の良いビジネスコミュニケーションを実現
〜 ネットワークセキュリティの日本ベリサインが資本参加に基本合意 〜
サイボウズ株式会社（代表取締役社長: 青野 慶久（戸籍名: 西端 慶久） 本社: 東京都文京
区 以下 サイボウズ）と株式会社インデックス・ホールディングス（代表取締役社長: 椿 進 本
社: 東京都世田谷区 以下 インデックス HD）の共同出資会社 ZINGA（ジンガ）株式会社（代表取締
役社長: 大森 洋三 本社 東京都世田谷区 以下 ZINGA）は、インデックス HD とサイボウズの協力
の下、携帯電話・PC など端末に依存せず、顧客などの取引先のコンタクト情報の管理・利用が可能
な企業向けシンクライアント型コンタクト情報管理サービス『Zinga』の提供を、2007 年 5 月 15
日より開始します。
■日本ベリサインが資本参加を予定
『Zinga』開始にともない、2007 年 5 月 14 日に日本ベリサイン株式会社 （代表取締役社長兼 CEO:
橋本 晃秀 本社: 東京都中央区 以下 日本ベリサイン）が、ZINGA と資本提携で基本合意し、2007
年 5 月 31 日を目途に ZINGA は第三者割当増資を行う予定で、日本ベリサインは増資を含む発行済
み株式総数の 34%を取得の予定です。
■『Zinga』の目的
近年、携帯電話は社員の社内外への連絡ツールとしてだけでなく、メール機能やウェブブラウジン
グ機能などの高機能化により、企業の情報システムに組み込まれて活用されるケースが増えていま
す。しかし、企業の携帯電話や端末機器に対する管理ルールが、ほとんど確立されていません。ま
た、企業にとって個人情報を含む機密情報を安全に管理することは、J‑SOX、個人情報保護法など
コンプライアンスの観点からも重要な課題となっています。しかし、端末側に情報を保存している
というリスクに対する根本的な解決法は存在していません。そこで、『Zinga』により、企業におけ
る携帯端末の情報セキュリティ・ガイドラインの確立に寄与することを目指します。
■『Zinga』について
今回 ZINGA が提供開始するシンクライアント型情報セキュリティサービス『Zinga』は、顧客や取
引先の電話番号、メールアドレスといった顧客データや電子メールなどの交信記録情報の全てを、
安全に管理されたサーバーに置く事で、万一携帯端末を紛失した場合でも、端末には一切情報が残
らないため情報漏えいのリスクを低減することができます。また、携帯電話だけでなく PC や今後
はさまざまなデバイスからも利用でき、情報端末や携帯電話通信事業者ごとに異なる情報管理の必
要性がなくなるなど、ビジネスの現場で使用する企業側にとっても情報の一元管理が可能となりま
す。
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■『Zinga』サービス概念図

■『Zinga』開発について
『Zinga』開発では、ZINGA に出資するインデックス HD とサイボウズ、日本ベリサイン 3 社の専門
性と強みを発揮することでサービスを実現しています。具体的には、モバイルコンテンツ分野で数
多くの実績を残すインデックス HD が持つ携帯電話のコンテンツサービスノウハウ、グループウェ
アソフトウェアのユーザー企業数トップレベルのシェアを誇るサイボウズのグループウェアでの
ディレクトリ管理ノウハウ、そしてネットワークセキュリティの世界的なリーディングカンパニー
であるベリサインのネットワークセキュリティでのノウハウです。3 社の協力により、導入企業の
情報管理におけるセキュリティレベルを向上させるウルトラセキュリティと、コミュニケーターと
しての「使いやすく便利」というベストユーザビリティを同時に実現しました。
■今後の展開
今後 ZINGA では、情報セキュリティの確立に積極的に取り組む企業、プライバシーマーク・ISMS
取得事業者と取得準備企業 2 万社を対象として営業展開を推進していきます。これからもインデッ
クスグループは、
「モバイルでつくる、新しいライフスタイル」の創造に貢献し、多彩な新サービ
スを提供していきます。どうぞご期待下さい。
■サービスイン記念「Ｚｉｎｇａ Ｗｉｎ−Ｗｉｎキャンペーン」で３０日間無料体験
『Zinga』のサービスインを記念して、2007 年 5 月 15 日より「Zinga Win‑Win キャンペーン」を
スタート、30 日間無料体験サービスを開始します。『Zinga』ユーザーはもちろん、『Zinga』ユーザ
ーとのリンク許可をした顧客・取引先も 30 日間無料で『Zinga』を体験することができます。
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■『Zinga』スペック

□『Zinga』特長
1. ウルトラセキュリティー
・端末にデータが残らない
端末が紛失・盗難にあっても、アドレス帳やメールデータを持ち出せない。
・面識がある相手とのみリンク
不審な相手には情報が漏洩しない。
2. ベストユーザビリティー
・PC・ケータイ・モバイル端末を選ばない
Flash の高速配信技術でページ生成、どの端末でも動作がスムーズ。
・常に有効情報を表示
情報を持つ本人が自らの情報を管理・更新。
・充実した検索機能
相手の名前わかれば、連絡できる。
・プレゼンスの表示
相手の受信可否状況がわかるため、不意の電話で迷惑をかけない。
3. ユニークコミュニケーション
・Zinga の参加者が My ページに自分の最新情報をアップデートすれば、いつでもどこでも名前
だけでコンタクトが可能
□『Zinga』動作環境
1. PC 動作推奨環境
・windows
OS
: Windows 2000 / XP
ブラウザ : Internet Explorer 6.0 以降
・Macintosh
OS
: Mac OSX 以降
ブラウザ : safari.1.2 以降
・windows、Macintosh 共通
プラグイン: Macromedia Flash Player 9
画面サイズ: XGA 対応 （1024 × 768）
CPU
: Intel Pentiam4 1.3GHz 相当以上
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2. 携帯電話
・FlashLite 1.1 以上に対応している携帯電話（NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル）、KDDI で
は、CDMA WIN1X、FlashLite1.1 対応の端末で動作します。なお、当社により動作確認済み機
種は以下の通りです。
NTT ドコモ
: FOMA901 シリーズ以降、FOMA700 シリーズ以降、FOMA851i シリーズ、
FOMA800i シリーズ、FOMA882i シリーズ
KDDI
: W51H、W43HⅡ、W51CA、W45T、W43CA、W43H、W43K、W43S、W42SA、
W43T、W42K、他同等の WIN シリーズ
※CDMA One 端末にも FlashLite1.1 対応端末がありますがパケット
定額制プランがない為、対応から外しています。
ソフトバンクモバイル: 810SH, 811SH, 910T, 905SH、他
(703SH, 802SE, 902SH には対応しておりません)
■インデックスグループの「ソリューション&インフラ」事業 〜インタラクティブメディアへと進
化するモバイルで、多彩な独自のサービスを展開〜
通信、インターネット接続ツールの域を超え、人々の生活導線をスムーズに演出するライフサポー
トツールへと進化を加速するモバイル。モバイルを知り尽くしたインデックスグループは、グルー
プの総合力でソリューションを創出します。
※インデックスグループは、「エンターテイメント＆コンテンツ」
、「モバイル＆メディア」
、「ソリ
ューション＆インフラ」と 3 つのコア領域で事業を展開し、モバイルユーザーによる、新しいラ
イフスタイルの創造に貢献しています。
■会社概要
□サイボウズ株式会社
社名
: サイボウズ株式会社 (東証 1 部:4776) (英文表記:Cybozu,Inc)
本社所在地: 〒112‑0004 東京都文京区後楽 1‑4‑14 後楽森ビル 12F
設立
: 1997 年 8 月
資本金
: 5 億 5,300 万円(2007 年 1 月末現在)
代表者
: 代表取締役社長 青野 慶久 (戸籍名 西端 慶久)
事業概要 : 誰もが簡単に使えることを追求したコンセプトに基づき、ビジネス用ソフトウェア
を開発・販売しています。主力製品のウェブ型グループウェア「サイボウズ Office」
と「サイボウズ ガルーン」は、現在 2 万社を超えるユーザーさまにご利用いただ
いています。今後はソフトウエア事業だけでなく、インターネットサービス事業や
モバイルサービス事業などにも注力してまいります。
URL
: http://cybozu.co.jp
□株式会社インデックス・ホールディングス
社名
: 株式会社インデックス・ホールディングス (JASDAQ:4835)
(英文表記:Index Holdings)
本社所在地: 〒154‑0004 東京都世田谷区太子堂 4‑1‑1 キャロットタワー
設立
: 1995 年 9 月
資本金
: 360 億 7,100 万円（2007 年 2 月末現在）
代表者
: 代表取締役社長 椿 進
事業内容 : モバイル、エンターテイメント、コマース・出版、海外事業を展開するインデック
スグループ会社の純粋持株会社として、グループ全体の戦略統一と最適資源配分を
行い、より機動的で柔軟な事業活動を推進。
URL
: http://www.index‑hd.com
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□ZINGA 株式会社
社名
: ZINGA 株式会社
本社所在地: 〒154‑0004 東京都世田谷区太子堂 4‑1‑1 キャロットタワー
設立
: 2007 年 3 月
資本金
: 5,000 万円（2007 年 3 月現在）
代表者
: 代表取締役社長 大森 洋三
事業概要 : 1. インターネット、モバイル、ブロードバンドの情報コンテンツソフトの企画、
開発、制作、配信及び関連ソフトウェアの製造、販売、運営サービス
2. インターネット及び通信回線における暗号技術を用いた個人情報の保管、処理
および提供
3. インターネットを利用した各種情報提供サービス
URL
: http://www.zinga.co.jp
□日本ベリサイン株式会社
社名
: 日本ベリサイン株式会社 (東証マザーズ:3722) (英文表記 VeriSign Japan K．K．)
本社所在地: 〒104‑0028 東京都中央区八重洲 2‑8‑1
設立
: 1996 年 2 月
資本金
: 40 億 1,300 万円(2007 年 4 月 1 日現在)
代表者
: 代表取締役社長兼 CEO 橋本 晃秀
事業概要 : 複雑化するネットワーク環境において、利用者がインフラの存在を意識することな
く、安心してビジネスやコミュニケーションを行うことができる社会の実現を目指
して、ウェブサイトの実在性を証明するサーバー証明書発行サービス、認証局構築
のアウトソーシングサービス、ドメイン名登録サービスやワンタイムパスワードな
どの認証ソリューションの提供、ネットワーク、IT システムの監視ソリューション
の提供、セキュリティに関する様々なコンサルティング、そしてセキュリティトレ
ーニングなど、情報セキュリティ全般にわたるサービスを提供。
URL
: https://www.verisign.co.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
《本件に関するお問い合わせ先》
■サイボウズ株式会社
〒112‑0004 東京都文京区後楽 1‑4‑14 後楽森ビル 12 階
マーケティングコミュニケーション部 PR 担当 村松
TEL: 03‑5805‑9037 / FAX: 03‑5805‑9036 / MAIL: pr@cybozu.co.jp
■株式会社インデックス・ホールディングス
〒154‑0004 東京都世田谷区太子堂 4‑1‑1 キャロットタワー
広報部: 高場、堀、服部
TEL: 03‑5779‑5705 / FAX: 03‑5779‑5081 / MAIL: press@index‑hd.com
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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