本リリースは、サイボウズ株式会社とフィードパス株式会社の 2 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。
報道各位
2007 年 5 月 15 日
サイボウズ株式会社
フィードパス株式会社
サイボウズグループが連携し、ビジネスソフトウェア市場のシェア拡大を目指す
〜 フィードパスがグループウェアとデータベースの ASP サービスを開始 〜
サイボウズ株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役社長：青野 慶久 (戸籍名: 西端 慶久) 以
下サイボウズ) と当社の連結子会社、フィードパス株式会社 (本社: 東京都渋谷区 代表取締役社
長 CEO： 津幡 靖久 以下フィードパス) は、サイボウズグループの ASP 事業を強化するため協業
し、フィードパスは、サイボウズのお手軽 Web グループウェア「サイボウズ Office 6」と WEB デ
ータベース「サイボウズ デヂエ」を ASP により提供開始いたします。これを機会にフィードパス
はサイボウズグループの ASP 事業の中核となり、当事業のリーディングカンパニーを目指します。
フィードパスは、Web がアプリケーションソフトウェアのプラットフォームになりつつある状況を
考慮し、2006 年 1 月からコンシューマー向け Web 型フィードリーダー「feedpath (フィードパス、
現：feedpath Rabbit フィードパス ラビット)」を、2007 年 2 月からは、エンタープライズ向け
Web 型メールシステム「feedpath Zebra (フィードパス ゼブラ)」を提供してきました。今後はこ
の販売・運用ノウハウを活かし、更に ASP サービスの開発・提供に注力してまいります。そしてこ
の度、フィードパスはサイボウズの協力により、企業向けソフトウェア「サイボウズ Office 6」
と「サイボウズ デヂエ」の ASP サービスを提供開始することになりました。
「サイボウズ Office 6」は、2 万 5 千社を超えるユーザーに利用されている WEB グループウェア「サ
イボウズ Office/AG」シリーズの最新版です。当製品の「スケジューラー」や「掲示板」機能を使
うことで、スケジュール調整などの中間業務の省力化が可能になることはもちろん、各個人に閉じ
られがちだった知識やノウハウなども蓄積・シェアすることができるようになります。一方「サイ
ボウズ デヂエ」は簡単に社内の情報を一元管理し、共有・活用できるお手軽 Web データベースで
す。当製品はデータベースなので、構築次第で「営業管理」
「労務管理」「在庫管理」など様々な業
務でご利用いただくことができ、企業の知識レベルとコミュニケーションの向上につながります。
グループウェアやデータベース製品を導入・運用する際は、多大な費用や時間が必要になり、シス
テム管理者や実際の業務で利用される方には、高い IT リテラシーを求められることが多いのが現
状です。しかし、「サイボウズ Office 6」や「サイボウズ デヂエ」は、煩雑な作業は必要なくソ
フトウェアをインストールするだけで導入できるなど、手軽にご利用いただけるように開発されて
おり、順調にユーザー数を伸ばしてきました。今後は、これらの製品を更に手軽にお客さまへ提供
できるよう、従来のようなパッケージソフトを用意するだけでなく、サイボウズグループが一団と
なり ASP サービスにも注力してまいります。ASP では、サーバーの構築やソフトウェアのインスト
ールをする必要がなく、インターネットにアクセスできる PC を用意するだけでサービスをご利用
いただくことが可能になります。このサービスを強化するため、サイボウズがアプリケーションの
開発や改良を手掛け、フィードパスが販売とサービスの運用を行ってまいります。また、サイボウ
ズでは、フィードパスが販売に注力できるよう、強力な営業・サポート支援なども行っていきます。
このようにサイボウズグループでは、当サービスの運用や販売体制を強化し、より多くの方に「サ
イボウズ Office 6」や「サイボウズ デヂエ」をご利用いただけるよう取り組んでまいります。
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また今後は、製品を簡単に利用できるだけでなく、機能を拡張させ更に便利に使っていただけるよ
うに、フィードパスが培ってきた先端の技術を活かして「サイボウズ Office 6」や「サイボウズ デ
ヂエ」をフィードパスのエンタープライズ向け Web メールシステム「feedpath Zebra」と連携させ
ていく予定です。将来的には「feedpath Zebra」が備えるシステム連携「Zimlet 連携 (注 1)」機
能を活用し、スケジュール情報などの連携を計画しています。
これらの試みにより、サイボウズグループでは一団となり、更なるユーザー数の獲得を狙い、ビジ
ネスソフトウェア市場でのシェア拡大に努めてまいります。
注 1) Zimlet（ジムレット）とは「feedpath Zebra」に搭載されたシステム連携の仕組みです。
「feedpath Zebra」のメール本文内に特定の条件に当てはまる文字列（URL、日付、住所な
ど）がある場合、それを自動認識し、関連する Web サービスを呼び出して連携表示します。
この仕組みを使うことで、社内外の様々なサービスやシステムとの連携を迅速に実現するこ
とができます。
※詳細: http://zebra.feedpath.co.jp/product/about̲zimlet/index.html
■サイボウズ Office 6 for ASP
サービス名称: サイボウズ Office 6 for ASP
サービス内容: サイボウズ Office 6 の基本セットである、スケジュール管理、設備予約、掲示
板、メール等の機能に追加して、携帯ライセンスとワークフローをご提供いたし
ます。報告書やプロジェクト等機能はオプション製品として用意しております。
サービス費用: 初期費用
‑ なし
月額基本セット利用料
‑ 1,500 円（税別）/ 1 ユーザー
月額各オプション製品利用料 ‑ 500 円（税別）/ 1 ユーザー
■サイボウズ デヂエ for ASP
サービス名称: サイボウズ デヂエ for ASP
サービス内容: サイボウズ デヂエ のデータベース機能をご提供いたします。
サービス費用: 初期費用
‑ なし
月額利用料 ‑ 1,000 円（税別）/ 1 ユーザー（標準 10 ライブラリ）
ライブラリの追加はご相談ください。
■製品ホームページ
・サイボウズ Office 6 for ASP・サイボウズ デヂエ for ASP
http://groupware.feedpath.co.jp/
・サイボウズ Office 6
http://office.cybozu.co.jp/cb6/
・サイボウズ デヂエ
http://d.cybozu.co.jp/
■販売窓口
・フィードパス株式会社
〒150‑0044 東京都渋谷区円山町 23‑2 アレトゥーサ渋谷ビル 3F
MAIL: asp‑inquiry@feedpath.co.jp / TEL: 03‑5728‑2721 / FAX: 03‑3464‑7538
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■会社概要
□サイボウズ株式会社
商号
サイボウズ株式会社
設立
1997 年 8 月 8 日
代表者
代表取締役社長 青野 慶久（本名：西端 慶久）
所在地
東京都文京区後楽 1‑4‑14 後楽森ビル 12 階
資本金
553,000 千円
ホームページ http://cybozu.co.jp/
事業内容
サイボウズはソフトウェア会社として 1997 年に設立されました。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 5 千社を超えるユーザー
さまにご利用いただいています。今後はソフトウェア事業だけでなく、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。
□フィードパス株式会社
商号
フィードパス株式会社
設立
2005 年 4 月 5 日
代表者
代表取締役社長 津幡 靖久
所在地
東京都渋谷区円山町 23‑2 アレトゥーサ渋谷ビル 3 階
資本金
71,500 千円
ホームページ http://www.feedpath.co.jp/
事業内容
フィードパス株式会社は、「インターネットユーザーに対して、コンパクト
かつリアルタイムなインターネット体験を提供すること」をミッションとし
てエッジ の効いたテクノロジーをベースに革新的なインターネットサービ
スおよび Web アプリケーションを提供するテクノロジーベンチャーです。
Web 型フィードリーダーである「feedpath Rabbit」をコンシューマーに提
供する一方、企業向け IT ソリューションとして、イントラブログ・システ
ム 「blogengine」さらには、新しいコミュニケーションスタイルを実現す
るセキュアなメッセージングシステム「feedpath Zebra」を提供しています。
フィードパス株式会社は、日本を代表する Web グループウェアを提供するサ
イボウズとインターネットビジネスインキュベーターであるネットエイジ
グループのジョイントベンチャーです。詳しい情報は、
http://www.feedpath.co.jp/ をご覧ください。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
《本件に関するお問い合わせ先》
■マスコミ各社様からのお問い合わせ先
・サイボウズ株式会社 担当：村松
〒112‑0004 東京都文京区後楽 1‑4‑14 後楽森ビル 12 階
MAIL: pr@cybozu.co.jp / TEL: 03‑5805‑9037 / FAX: 03‑5805‑9036
・フィードパス株式会社 担当：西川
〒150‑0044 東京都渋谷区円山町 23‑2 アレトゥーサ渋谷ビル 3F
MAIL: fp‑relations@feedpath.co.jp / TEL: 03‑5728‑2721 / FAX: 03‑3464‑7538
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
※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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