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サイボウズグループ（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)の SaaS 事業戦略会社である、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、昨年
5 月より提供している Web 型グループウェア「サイボウズ Office for ASP」の最新版、「サ
イボウズ Office 7 for ASP」を本日から発売開始することを発表します。
「サイボウズ Office 7 for ASP」は、「サイボウズ Office 7」の ASP 版として、携帯機能
の強化、スケジューラーの Ajax 対応等を取り入れ、お客様がストレスなく業務効率の円滑
化を図れるようユーザービリティの向上を行なっています。また、お客様は「サイボウズ
Office 7 for ASP」を最大 60 日間無償でご試用いただくことができます。
昨今、グループウェアは社員のスケジュール管理や業務連絡を行なう企業活動に必要不可
欠ともいえるコア・アプリケーションとなり、専任のシステム管理者不在の企業様や、少
人数の企業様にも必要性を感じていただいています。
フィードパスがご提供する「サイボウズ Office 7 for ASP」を利用することにより、お客
様はシステム構築にかかる初期投資や運用管理コストを大幅に削減でき、セキュリティ対
策が施された環境で業務を円滑化することが可能になります。また、サイボウズの培って
きたユーザービリティに加え、フィードパスの先端技術を活用し、SaaS でご提供する付加
価値として他サービスとのアプリケーション連携をよりお客様のニーズにマッチした形で
ご提供します。
今後も、フィードパスはお客様のニーズに対応し、使いやすさとコストパフォーマンスの
向上を目指し、機能拡充、連携強化を引き続き戦略的に行なってまいります。
この度「サイボウズ Office 7 for ASP」の発売開始について、サイボウズ株式会社 代
表取締役社長の青野は以下のように述べています。
「サイボウズグループの SaaS 事業の中核となるフィードパスが「サイボウズ Office 7 for
ASP」を発売開始することを歓迎いたします。 現在「サイボウズ Office」は 2 万 5 千社以
上にご利用いただいていますが、最近は ASP で当製品を活用したいというご要望を多くい

ただいています。今後はこの多くのご要望に応えられるよう、サイボウズグループは一丸
となって今回の「サイボウズ Office 7 for ASP」を支援してまいります。
」
■サイボウズ
サイボウズ Office 7 for ASP サービス内容
サービス内容
サービス名称 ： サイボウズ Office 7 for ASP
サービス内容 ： サイボウズ Office 7 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 ： 初期料金 - なし
月額基本セット利用料 ： 1,575 円（税込）/ 1 ユーザー
年額基本セット利用料 ： 18,900 円（税込）/ 1 ユーザー
月額各オプション製品利用料 ： 525 円（税込）/ 1 ユーザー
年額各オプション製品利用料 ： 6,300 円（税込）/ 1 ユーザー
■「サイボウズ
サイボウズ Office 7 for ASP」
ASP」とは
「サイボウズ Office 7 for ASP」は、サイボウズ社が提供しているグループウェア「サイ
ボウズ Office」をベースとし、フィードパスが SaaS 型で提供しているサービスです。SaaS
プラットフォームをベースとして、日本のビジネススタイルにマッチした「スケジューラ
ー」や「掲示板」機能はもちろん、
「ワークフロー」、
「ケータイオプション」を標準提供し、
他サービスとのアプリケーション連携も可能とするため高度な企業ニーズを実現します。
■フィードパス株式会社
フィードパス株式会社について
株式会社について【http://www.feedpath.co.jp/】
について
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。
■参考情報
・サイボウズ Office 7 for ASP【http://groupware.feedpath.co.jp/】
・マスコミ各社様向け画像ページ【http://www.feedpath.co.jp/topics/screenshot/ 】
■マスコミ各社様
マスコミ各社様からのお
各社様からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先
フィードパス株式会社 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l: 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。

