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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、SaaS 型 Web メール「feedpath Zebra」のサービスプランを、10 ユーザーからご利用
いただける「
「基本プラン
基本プラン(*1)
プラン(*1)」
(*1)」へ変更することを発表します。
併せて、SOHO や社員 10 名以下の企業にもお気軽にご利用いただける「
「スタートアップ応援
スタートアップ応援パッ
応援パッ
ク(*2)」
(*2)」も期間限定特別プランとして本日より受付開始することを発表します。

これまで「feedpath Zebra」のサービスプランは、メール機能に特化した機能特化型サービス
「feedpath Zebra White」と、システム連携やカレンダー機能等をサポートする高機能型サービ
ス「feedpath Zebra Black」の２サービスプランを SaaS 提供して参りました。今回の変更によ
り、サービスプランを「基本プラン」へ一本化し、価格体系もシンプル化します。
「基本プラン」
では 10～100 ユーザーでのご利用の場合 1,575 円/ユーザー/月、
101 ユーザー以上の場合は 1,260
円/ユーザー/月 でご提供します。同時に、より小規模のお客様に気軽にご利用いただくため、
「スタートアップ応援パック」を期間限定特別プランとしてご用意しました。こちらは、10 ユ
ーザー以下の場合のみ、初期費用「無料」
、525 円/ユーザー/月でご提供します。

新サービスプランである「基本プラン」は、Web メール・アドレス帳・高度な検索機能・添付フ
ァイルの HTML 表示・アンチスパム／ウィルスチェックなどを基本機能
基本機能（
基本機能（*3）
*3）として標準提供し
「有料オプシ
ます。また、基本機能に自由自在に追加可能な多彩な「
「無料オプション（
オプション（*4）
*4）」や「
ョン（
」があります。基本機能に必要なオプションを組み合わせることで、お客様の多様な
ョン（*5）
*5）
ニーズに柔軟に対応可能なサービスを実現します。
なお、今回新たに有料オプションとして「
「メールアーカイブ＆
メールアーカイブ＆監査オプション
監査オプション(*6)
オプション(*6)」
(*6)」を追加し
ました。こちらは企業の内部統制や情報漏えい対策をメールの側面からバックアップ／サポート
可能になります。このようにオプションについては今後も充実させていく予定です。

大企業だけではなく中小企業のセキュリティ対策や内部統制など、企業コンプライアンスを重
要視した Web メールシステムのニーズがますます高まる中、当社は本日発表する新サービスプラ
ンにより、お客様のニーズにより柔軟に対応し、斯様な市場ニーズを満たすべく付加価値の高い
サービスを提供して参ります。

(*1)基本プラン
10 ユーザーからのお客様にご利用いただくための基本プランです。基本機能に必要なオプシ
ョン（無料／有料オプション）を組み合わせて利用でき、契約種別を月額と年額の 2 種類か
ら選べます。
※利用開始は 3 月 1 日からとなります。
・詳細：http://zebra.feedpath.co.jp/plan.html

(*2)スタートアップ応援パック
10 ユーザー以下の期間限定(2008 年 6 月末まで)特別プランです。新しく会社や部門を立ち上
げるお客様に導入しやすいプライシングの上、基本プランと同等の機能をご利用いただけます。
契約種別は年額のみとなります。
※利用開始は 3 月 1 日からとなります。
・詳細：http://zebra.feedpath.co.jp/planStartUp.html
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■メール機能
メール機能

■機能強化

■運用サービス
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Web メール

スケジューラー

メールアーカイブ＆
メールアーカイブ＆監査(*6)
監査(*6)

添付ファイル HTML 表示

ドキュメント編集ツール(社内

(スタートアップ応援パックは利用不

一連のメッセージのスレッド表示

Wiki)

可)

全文検索/高度な検索

ドメイン追加

論理/物理フォルダによる振分け

■運用サービス
運用サービス

feedpath サブドメイン利用

高性能のスパムメールフィルタ

既存ドメイン利用設定

部門利用

最新のウィルスチェック

ディスク追加

外部 POP アカウントからのメール受信

■サービス連携
サービス連携（
連携（Zimlet
Zimlet）
mlet）

(スタートアップ応援パックは利用不

メールボックス領域サイズの表示

サイボウズ Office 連携

可)

不在通知メッセージ

エキサイト翻訳連携

メールデータエキスポート

Google 地図表示連携
■アドレス
アドレス帳機能
アドレス帳機能

URL サムネイル表示

アドレス帳

Skype 連携
Yahoo! RSS 連携

■その他全般
その他全般

Wikipedia 連携

自動バックアップサービス

RSS ライブ連携

ドラッグ＆ドロップでの操作

@Tovas 連携

メールボックス容量 1GB/ユーザー

セールスフォース連携

(スタートアップ応援パックは５００MB/ユ
ーザー)
その他メール機能全般
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(*6) メールアーカイブ＆
メールアーカイブ＆監査オプション
監査オプション
内部監査に必須となる機能を提供する有料オプションです。社員の PC 端末やセンターサーバ等

に散らばっているメールデータを当社サーバに一元化することで、情報管理者が監査当局等から
の依頼に即座に対応し、全ての社内外のメールデータに瞬時にアクセスして、データの検索およ
び抽出を可能とするオプションです。全ユーザーのメール容量と同じディスク容量スペースを別
に確保し、管理者権限を持つユーザーにだけ、全送受信メールを Web クライアントで閲覧/検索
（監査）可能になります。
・詳細：http://zebra.feedpath.co.jp/optionArchiveAndDiscovery.html

■feedpath Zebra について【http://zebra.feedpath.co.jp】
「feedpath Zebra」は、米国 Zimbra 社が提供するプロダクト「Zimbra Collaboration Suite」
をベースにフィードパスが開発した SaaS 型 Web メールサービスです。メールの側面から、内部
統制や情報漏えい対策を実現する企業コンプライアンスを重要視した設計の上、他社サービスと
のシステム連携を可能とする高度な企業ニーズを実現するサービスです。

■フィードパス株式会社について【http://www.feedpath.co.jp/】
フィードパス株式会社は、インターネットを通じて「情報共有の価値」をご提供するテクノロジ
ーベンチャーです。弊社は、企業向けアプリケーションソフトの SaaS ビジネスを中心に、アプ
リケーションソフトのライセンスビジネス、及びコンシューマー向けのネットサービスの企画・
開発、販売を事業ドメインにしています。個人・法人を問わず全てのお客様にご利用いただける
革新的なサービスをご提供し、SaaS のリーディングカンパニーを目指します。

■feedpath Zebra セミナー情報
2008 年 2 月 7 日（木）
、21 日（木）
「企業向けメールホスティングサービス『feedpath Zebra』
新サービス紹介セミナー」と題したプライベートセミナーを開催し、企業コンプライアンス要求
が高まる中、メールの管理体制を根本から刷新する「アウトソーシングサービス」としての
feedpath Zebra をご紹介します。【 http://zebra.feedpath.co.jp/event/01/174.html 】

■ その他参考資料
・feedpath Zebra プロダクトサイト【http://zebra.feedpath.co.jp】
・基本プラン【http://zebra.feedpath.co.jp/plan.html】
・スタートアップ応援パック【http://zebra.feedpath.co.jp/planStartUp.html】
・メールアーカイブ＆監査オプション
【http://zebra.feedpath.co.jp/optionArchiveAndDiscovery.html】
・マスコミ各社様向け画像ページ 【http://www.feedpath.co.jp/topics/screenshot/】

■フィードパス株式会社
広報担当 西川 TEL：03-5728-2721
取材・掲載記事についてのお問い合わせ fp-relations@feedpath.co.jp

※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

