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SaaS の総合事業者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、当社が提供する SaaS 型グループウェア「サイボウズ Office 7 for
SaaS」、SaaS 型データベース「サイボウズ デヂエ for SaaS」を、企業の規模、ニーズに合わせて
より安心に継続してご利用していただく運用支援として「
「サイボウズ SaaS 共通パック
共通パック（
パック（*1）
*1）」を
本日発表します。
併せて、
「サイボウズ デヂエ for SaaS 20 ライブラリ版
ライブラリ版(*2)」
(*2)」も新たな基本サービスとして本日
より販売受付を開始します。

急速な IT 化が進む中、企業は自社の成長やニーズに合わせた柔軟な拡張が可能で、最適なセキ
ュリティ環境を構築し、尚且つ長期的に企業のビジネス情報を安心して活用できるソリューション
を必要としています。これまで「サイボウズ Office 7 for SaaS」、「サイボウズ デヂエ for SaaS」は、基
本サービスに、機能に特化したオプションや他 SaaS サービスとの連携オプションを主に付加価値
として提供して参りました。今回のサービスメニュー拡充により、企業が成長する際に発生する運
用上の問題点を的確に支援することが可能になり、安心して長期的にご利用いただけます。

新たに追加された「
「サイボウズ SaaS 共通パック
共通パック」
パック」には、導入トレーニングパック／セキュリティ
パック／ディスク拡張パック／引越しパックを用意し、企業が必要とする際に個別にお申込みいた
だけるサービスメニューです。これらは実際にお客様のニーズに対応しサービスメニュー化したも
ので、フィードパスの SaaS 専任インストラクターが基本操作から活用ノウハウまで、各企業にマ
ッチしたトレーニングメニューをレクチャーする導入トレーニングパックから、SSL 通信だけでな
く IP アドレスによるアクセス制限可能なセキュリティパック、企業規模に合わせて拡張可能なデ
ィスク拡張パック、パッケージ、ASP 版からのデータ移行、解約時もデータをお客様で保持できる
引越しパック等をお選びいただくことで企業のニーズに柔軟に対応可能です。

また、今回新たに基本サービスに追加された「
「サイボウズ デヂエ for SaaS

20 ライブラリ版
ライブラリ版」

は運用規模に合わせてライブラリを選択し、10 ライブラリ版から 20 ライブラリ版への変更も可能
になりました。

これらサービスメニューの拡充は導入・運用の側面から長期的に安心して利用できるサービスの仕
組みづくりを実現します。企業が抱える導入・運用に関する不安や悩みをこれらのサービスメニュ
ーを組み合わせることで、柔軟に解決します。
当社は今後も多くのお客様にご利用いただくため、斯様な市場ニーズに対応し、付加価値の高いサ
ービスを提供して参ります。

(*1) サイボウズ SaaS 共通パック
共通パック（NEW）
パック
料金(
料金(税込)
税込)

単位

105,000 円

約 4 時間/回

10,500 円

IP 数/回

5,250 円

10GB/月

105,000 円

1回

サイボウズ SaaS 導入トレーニングパック
導入トレーニングパック
現在、Office 7 for SaaS もしくはデヂエ for SaaS をご契約中のお客様が対象です。
東京 23 区内限定の参加人数限定なし。場所はお客様にて確保いただきます。
（プロジェクター、インターネット環境、人数分の PC のご用意が必須。）
弊社営業日 10 時～17 時の間で 4 時間程度。
サイボウズ SaaS セキュリティパック
IP アドレスによるアクセス制限をかけます。設定時にはお客様の環境下にて立会いが必
要となります。
サイボウズ SaaS ディスク拡張
ディスク拡張パック
拡張パック
10GB ごとに、最大 220GB までの追加ができます。年契約も可能です。拡張したディスク
の縮小はできません。
サイボウズ SaaS 引越し
引越しパック
導入時および解約時のみ承ります。データ容量が 10GB を越える場合は、別途ご相談とな
ります。
※「サイボウズ Office 7 for SaaS」「サイボウズ デヂエ for SaaS」どちらをご契約のお客様でもお申込いただけます。

(*2)サイボウズ
(*2)サイボウズ デヂエ for SaaS 20 ライブラリ版
ライブラリ版（NEW）
初期料金

月額料金（
月額料金（税込）
税込）

年額料金（
年額料金（税込）
税込）

サイボウズ デヂエ for SaaS （10 ライブラリ版）

0円

1,050 円

12,600 円

サイボウズ デヂエ for SaaS （20 ライブラリ版
ライブラリ版）

0円

1,575 円

18,900 円

基本サービス
基本サービス
※20 ライブラリ版から 10 ライブラリ版への変更はできません。

■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。

■「サイボウズ Office 7 for SaaS」とは【 http://groupware.feedpath.co.jp/ 】
「サイボウズ Office 7 for SaaS」は、サイボウズ社が提供している Web 型グループウェア「サイ
ボウズ Office 7」をベースとし、フィードパスが SaaS により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、今後は、他サー
ビスとのアプリケーション連携も継続して展開する予定です。

■「サイボウズ デヂエ for SaaS」とは【 http://groupware.feedpath.co.jp/database_asp.html 】
「サイボウズ デヂエ for SaaS」は、サイボウズ社が提供している Web 型データベース「サイボウ
ズ デヂエ」をベースとし、フィードパスが SaaS により提供しているサービスです。専用クライア
ントソフトやコマンドラインによる操作が不要で Web ブラウザだけでデータベースを構築、閲覧、
活用することができます。また、カスタマイズや初期導入支援も可能であり、お客様のニーズに沿
ったサービスを実現します。

■ その他参考資料

・プロダクトサイト【 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/】

■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。

