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１．株式会社アスタリクスの概要



1.1 会社概要1.1 会社概要

事業内容事業内容

設立年月日設立年月日 平成１８年１０月２日平成１８年１０月２日

出資出資 株式会社DTS 100% （http://www.dts.co.jp）株式会社DTS 100% （http://www.dts.co.jp）

資本金資本金 1億円1億円

会社URL会社URL http://www.asteriks.co.jphttp://www.asteriks.co.jp

・SaaS事業を軸としたサービスの展開
・SaaS事業に関する企画、立案
・SaaS事業に関するコンサルティング業務

・SaaS事業を軸としたサービスの展開
・SaaS事業に関する企画、立案
・SaaS事業に関するコンサルティング業務

社名社名 株式会社アスタリクス株式会社アスタリクス



1.2 弊社の製品展開1.2 弊社の製品展開

現行版リリース現行版リリース 平成１9年１０月 Bizcaサービス提供開始平成１9年１０月 Bizcaサービス提供開始

販売状況

拡販拡販

平成19年6月 （株）DTSとBizcaを共同販売開始平成19年6月 （株）DTSとBizcaを共同販売開始

製品URL製品URL http://www.bizca.jphttp://www.bizca.jp 製品デモ製品デモ http://demo.bizca.jphttp://demo.bizca.jp

平成20年4月 ソフトバンクBB（株） TEKI-PAKIから販売開始平成20年4月 ソフトバンクBB（株） TEKI-PAKIから販売開始

製品情報

SaaSで提供するBizcaを中心に製品展開



２． 「Bizca」の考える企業情報のありかた



2.1 「Bizca」の考える企業情報のありかた2.1 「Bizca」の考える企業情報のありかた

情報の一元的な提供を目指します

Bizca／アスタリクス

情報共有情報共有

社内システム社内システム

（データセンタ）（データセンタ）

マッシュアップマッシュアップ

SaaSSaaS

Etc…

・様々なベンダが提供するサービス。

・これらを一元的に提供する。
・｢Bizca」で、 各サービスを意識

せずに統一的に利用できる。

単なる情報共有に終わらない
このようなシステム像を目指しています。

統一的インタフェース

様々なサービスが繋がっているイメージを
デモを通じて御覧下さい。

・従来はバラバラに使用
Bizcaであれば情報共有のみの

利用でした。

SaaSSaaS

Etc…



３． 情報共有／Bizca



3.1 Bizcaの情報共有の機能 [デモ]3.1 Bizcaの情報共有の機能 [デモ]
Bizcaは、グループウェアを中心にワークフロー、ファイル

共有（掲示板）などの情報共有に欠かせない機能を提供。
ワークフロー

メニュー／ポータル

ファイル共有可能な掲示板
リッチクライアントリッチクライアント

パーソナライズ（メニュー、言語）パーソナライズ（メニュー、言語）

アプリケーションプラットフォームアプリケーションプラットフォーム

３つの特徴を紹介します



４． SaaS連携



4.1 SaaS連携／@TOVAS[デモ]4.1 SaaS連携／@TOVAS[デモ]

例えば、@TOVASでは、Bizcaからのファイル送信やＦ

ＡＸ送信が行え、情報トレーサビリティを提供します。
「Bizca」上にモジュール化された「@Tovasブロック」により「Bizcaに専用送信ボタンを追加すること

が可能となります。暗号化された通信経路で添付ファイルが送信され、その送達状況（受信確認）ま
でリアルタイムでトラッキングが可能となります。

電子フォーム

FAX

ファイル送信

Bizca

Bizcaが他のベンダのSaaSと連携することにより、
Bizcaから一元的に各種サービスを使用できる仕組み。



５． 社内システム連携



5.1 社内システム連携5.1 社内システム連携
社内情報を一元的に参照する仕組みの提供。
一番長い時間使うグループウェアから、各種情報を参照
したいという要望を実現します。

社内シ
ステム

Bizcaで表示

連携 社内シ
ステム



5.2 社内システム連携 [デモ]5.2 社内システム連携 [デモ]

在庫データの連携在庫データの連携

インフォテリア・オンライン
株式会社様

御協力

お客様施設

SIで開発したAP

①在庫データ入力
OnSheetとOnSheet Pipeline
を経由してSI開発したDBに反映

②グラフ表示
DBの内容を連携して、

グラフとして表示



６． マッシュアップ



6.1 マッシュアップ [デモ]6.1 マッシュアップ [デモ]
マッシュアップは、インターネット上のサービスを活用す
る仕組み。
例えばBizcaでは、ポータルから出張先の宿泊施設の

検索や、歓迎会用の飲食店の検索が可能です。

インターネットの連携により、一元的で利便性の高いシ
ステムの利用を実現します。

出張マッシュアップ 幹事マッシュアップ



７．サービスを支える仕組み



7.1 プラットフォーム7.1 プラットフォーム

一元的なサービス提供を支えるのは、
Bizca ビジネス・アプリケーションプラットフォームです。

テナント管理 認証管理 モバイル対応 UI機能

マッシュアップ アプリ管理 多言語対応 パーソナライズ

システム連携
（SOAP等）

JSOX
(ID管理・ログ）

プラットフォーム／マルチテナント

・多彩な基本機能を備えたプラットフォームをベースに、
・多彩なビジネスアプリケーションを提供いたします。

アプリケーション アプリケーション アプリケーション アプリケーション



複数の会社で設備を共有するほうが効率的

A社

7.2 マルチテナント7.2 マルチテナント

A社環境

効率的なサービス提供を実現します。
１社で自社調達する場合と、SaaSで複数社で共有するマルチテナントの比較

を御覧下さい。

2000人の使用に耐えられ
るサーバを、100人で使う

と投資に無駄がある

2000人の使用に耐えられ
るサーバを、100人で使う

と投資に無駄がある

利用

社員100名

A社 B社 C社

インターネット

A社環境 B社環境 C社環境

2000人の使用に耐えられ
るサーバを、2000人で使

えば投資に無駄がない

2000人の使用に耐えられ
るサーバを、2000人で使

えば投資に無駄がない

・・・・・

社員100名 社員700名 社員1200名 ・・・・・

１社で調達 複数の会社で共用

2000人OK 2000人OK



7.3 弊社Bizcaの現行のラインナップ7.3 弊社Bizcaの現行のラインナップ

スケジューラ

組織

お知らせ

アドレス帳

回覧・伝言

ブックマーク

タイムカード

ToDo

RSSリーダ

掲示板

在席状況

システム管理

グループウェア

ワークフロー 社内ブログ

ドキュメント
（Wiki） アンケート

ドキュメント（Wiki）

コラボレーション
／コミュニケーションツール

コラボレーション
／コミュニケーションツール

アンケート

社内ブログ

ワークフロー

幹事マッシュアップ 幹事マッシュアッ
プ



7.4 「Bizca」はITアウトソーシングを発展させます7.4 「Bizca」はITアウトソーシングを発展させます

Bizca／アスタリクス

情報共有情報共有

社内システム社内システム

（データセンタ）（データセンタ）

マッシュアップマッシュアップ

SaaSSaaS

Etc…

統一的インタフェース

アウトソーシング

Bizcaによるアウトソーシングだから、豊富なサー

ビスを簡単につかえます。

SaaSSaaS

Etc…



８． 新サービスのご紹介



ウェブメールウェブメール
Ajax対応 ウェブメール。スタンドアロンアプリケーションのように、マウスによるドラッグ

＆ドロップ操作が可能。

※メールクライアント機能のみ提供

販売時期：２００８年末
価格予定：月額１名３５０円（税抜き）



iアプリ対応スケジューラiアプリ対応スケジューラ

iアプリ対応スケジューラ。電波が届かないオフライン時にも操作ができ、電波が有効に

なった際のデータ同期が可能。

販売時期：２００８年１１月中旬予定。
価格予定：グループウェアに含む



９．新価格のご紹介



現行価格（直販）現行価格（直販）

現行価格は、基本料金＋オプション料金の形式で提供しております。

315円／1ユーザ

※2008年末予定

Webメール

（クライアント）

525円／1ユーザワークフロー

1050円／10ページドキュメントwiki

315円／1回答者アンケート

315円／1ブログ社内ブログオプション（月額）

735円（税込み）基本料金（月額）

0円初期費用



新価格（直販）新価格（直販）

１０月１５日より、新価格プランを追加いたします。
利用が多い機能をセットにして、お得な価格で提供いたします。

iアプリ対応スケジューラ
※発売次第提供 11月中旬予定

iアプリ対応スケジューラ
※発売次第提供 11月中旬予定

iアプリ対応スケジューラ

※発売次第提供 11月中旬予定

ウェブメール

※発売次第提供 年末予定

アンケート

社内ブログ

ドキュメント(Wiki)
(ページ数 無制限)

ウェブメール
※発売次第提供 年末予定

ワークフロー
(フロー数 無制限) 

ワークフロー Lite
(フロー数 最大２０)

グループウェア
１２機能、マッシュアップ、一人100MBのDisk

グループウェア
１２機能、マッシュアップ、一人100MBのDisk

グループウェア
１２機能、マッシュアップ、一人100MBのDisk

月額１名 1,280円月額１名 980円月額１名 700円
Bizcaプラス・プラスBizcaプラスBizca

※個別に購入の場合は、

月額１名2150円以上

⇒セットなら1280円

※税抜き



ご清聴ありがとうございました




