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１．アスタリクスの概要



会社概要とサービス展開

社名社名

会社概要会社概要

株式会社アスタリクス

設立年月日設立年月日 平成18年10月2日
出資出資 株式会社DTS 100%出資（http://www.dts.co.jp）

資本金資本金 1億円
事業内容事業内容 SaaS事業に関するサービス提供、企画、OEM・製品提供

沿革沿革

SaaSで提供するビジネスアプリケーション・プラットフォーム『 BizcaBizca 』』を提供。
企業内の情報共有を支援。

平成19年06月：初版リリース。㈱DTSと共同販売開始。
平成19年10月：バージョンアップした現行版で一般提供開始。
平成20年04月：ソフトバンクBB㈱ TEKI-PAKIから販売。
平成20年10月：コクヨS&T㈱ 『@Tovas』と連携開始。
平成21年07月：㈱ゼンリンデータコム e-mapAPIを用いたサービスを開始。

その他展開については事例にてご紹介致します。



提供するサービス
企業の情報共有を支援するソフトウェア

◆グループウェア ◆オプション ◆ﾏｯｼｭｱｯﾌﾟ・連携
■スケジューラ

■掲示板

■ToDo
■回覧・伝言

■ニュース

■アドレス帳

■ブックマーク

■ＲＳＳリーダ

■タイムカード

■在席状況

■組織

■システム管理

■携帯アプリ

■ワークフロー

■社内アンケート

■社内ブログ

■ドキュメントwiki
■ウェブメール

■FAX・ファイル送信
■交通費

■経路検索

■天気予報

■幹事マッシュアップ

■出張マッシュアップ

◆特徴
■リッチクライアント

■カスタマイズ性

■サービス連携

■サービスアグリゲーション



２．アスタリクスが考えるＩＴ活用のありかた



2.1 ＩＴ活用のありかた①

Bizca／アスタリクス

情報共有情報共有

・様々なベンダが提供するサービス。

・これらを『Bizca』が一元的に提供する。

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

・従来はバラバラに使用。

SaaSSaaS連携連携
・@Tovas

社内システム社内システム

（データセンタ）（データセンタ）

アプリ連携アプリ連携

・ThinkFree Server

情報やサービスを、ワンストップで一元的に利用出来る事

マッシュアップマッシュアップ
・e-mapAPI
・Hotpepper
・じゃらん



2.1 IT活用のありかた②

・一人一人の強みをバラバラにして
おくのではなく。

・協力に結び付けていく。

人と人の関係を強化してシナジーを生
み出す。
このようなシステム像を目指しています。

人と人の関係を強化して結びつける事

ベンダー

企業の顧客

企業の社員

企業のパートナー
企業



2.2 連携領域と実現方法

SaaSプラットフォーム『Bizca』

テナント管理 認証管理 ID・ログ管理 UI／Ajax モバイル機構

マッシュアップ 外部通信 パーソナライズ アプリ管理 多言語管理

グループウェア

ワークフロー

アンケート

ウェブメール

wiki

携帯アプリ

社内ブログ

交通費

路線検索

@Tovas連携

プライベート
クラウド

パブリック
クラウド

パブリック
クラウド

SaaSベンダ

地図・路線検索等一般サービス

社内システム等

SaaSプラットフォーム
『Bizca』 連携領域

パブリックなサービスから
社内システムとの連携まで

実現方法

SaaSプラットフォーム
『Bizca』が、中心となって
実現『Bizca』の

プラットフォーム機能が
連携を実現する



連携実績①
コクヨS&T株式会社 『@Tovas』との連携



① コクヨS&T 『@Tovas』

電子フォーム

FAX

ファイル送信

Bizca

Ｂｉｚｃａから直接、ＦＡＸ送信や大容量ファイル送信が行える

暗号化された通信経路でファイルが送信される

ＦＡＸ／大容量ファイルを送信する連携

送達状況のリアルタイムなトラッキングを実現

（特長）



連携実績②
株式会社ゼンリンデータコム『e-mapAPI』との連携



②ゼンリンデータコム e-mapAPI

e-mapAPIとＢｉｚｃａが連携して、運賃計算や交通費清算を行う

また、行き先の地図表示なども行える

地図や路線検索との連携

（特長）

e-mapAPI
運賃計算

一括清算外出先入力

Ｂｉｚｃａ交通費清算



Bizca／アスタリクス

情報共有情報共有

統一的インタフェース

SaaSSaaS連携連携
・@Tovas

社内システム社内システム

（データセンタ）（データセンタ）

アプリ連携アプリ連携

・ThinkFree Server

マッシュアップマッシュアップ
・e-mapAPI
・Hotpepper
・じゃらん

連携を通じて、理想のＩＴ像を目指す



３．経営に効く、
攻めの一手としての『Bizca』の活用法



3.1 当社が考える課題設定と回答

課題設定

経営の、攻めの一手

回答

攻めの情報共有



3.2 攻めの情報共有のイメージ・効果
企業の強みを活かした、積極的な情報共有

・関係強化を狙った情報共有

企業
顧客やパートナ

専門知識を
提供

信頼感の向上
関係の強化

・シナジーを狙った情報共有

企業
顧客やパートナ

ノウハウを
提供

業績の向上
シナジー効果

情報共有が
乏しい

関係強化も
シナジーも
生み出さない



3.3 攻めの情報共有に使える情報
企業内にある専門知識や、相乗効果が狙える情報

医薬品・医療 Ａ社： 情報サービス Ｃ社

使える情報：

専門家の知識

専門分野のノウハウ

使える情報：

マーケッティング情報

接客ノウハウ

外食・小売 Ｂ社：

使える情報：

ソフトウェア

開発ノウハウ

積極的に、企業内の情報を活用する
関係強化やシナジーを生み出す



ゼンリンデータコム
e-mapAPI

ＨｏｔＰｅｐｐｅｒ
じゃらん

サービス郡

3.4 Bizcaでの実現イメージ
Ｂｉｚｃａが様々なサービスをつなげ

それらのサービス群が、「企業」や「企業の顧客」を結ぶ

企業 企業の顧客やパートナ

様々な共有や連携が企業の競争力を高め
攻めの情報共有になると考えます。



４．事例

連携や情報共有をテーマに、実績や事例を紹介



① 顧客との関係を強化する

株式会社スズケン『PS-JOINET』の事例

ＰＳ-ＪＯＩＮＥＴ

関係を強化



医薬品・医療 Ａ社： 情報サービス Ｃ社

使える情報：

専門家の知識

専門分野のノウハウ

使える情報：

マーケッティング情報

接客ノウハウ

外食・小売 Ｂ社：

使える情報：

ソフトウェア

開発ノウハウ



保険薬局向けコミュニケーションシステム
『PS-JOINET』
グループウェアのカスタマイズで薬局経営を支援し、顧客との関係を強化！

株式会社スズケン様

DI（医薬品情報）
薬局経営情報

質問の掲示
相談

専門部門の回答
専門情報の提供

株式会社スズケン様 チェーン薬局

在庫情報の共有

業務連絡

チェーン薬局の経営支援
保険薬局店舗間の業務効率化

薬局店舗間情報共有と高付加価値情報（医薬品情報等）を
Bizcaのプラットフォームで提供し、顧客満足度を向上

・薬局業務に不可欠な情報を薬局に提供して、経営の効率化を支援
ＤＩ（医薬品情報）や薬局経営情報を提供する事で、薬局経営を支援。

・チェーン薬局店舗間の効果的・効率的な情報共有
電話・ＦＡＸで行っていた薬局店舗間の「不動在庫情報の共有」
「業務連絡の発信」「医薬品情報の収集」を効率的に情報共有。経営の効率化を支援。
店舗間での在庫情報の共有により使用期限切れによる減耗や余剰在庫の削減などに寄与。

医薬品情報
の共有

スズケン様の薬局経営ノ
ウハウ等を薬局に展開



『Bizca』カスタマイズの概要
Bizcaをカスタマイズし、安全効率的な情報発信と、安全な店舗間の情報共有を構築

企業（スズケン様、チェーン薬局様）間の情報の独立性とセキュリティを確保しながら、複数企業への一括での情
報配信を実現。また、安全安心にチェーン薬局様内の店舗間での情報共有と効率化を図りました。

・Bizcaの「お知らせ」機能や「掲示
板」機能等をカスタマイズ。

・企業間の情報の隔離性を確保
する仕組みを構築。
必要な情報のみ配信共有。

・設備はアスタリクス社が管理して
セキュリティを維持。

闘病体験共有サイト『ライフパレット』を構築した株式会社クオン様との共同開発で実現致しました。

スズケン様

チェーン薬局様Ａ

データセンタ

チェーン薬局様Ｂ チェーン薬局様Ｃ

Internet

DI（医薬品情報）
薬局経営情報、専門的回答を発信

DB連携、
配信の仕組み

情報発信 サービス管理運営

情報の利用・共有情報の利用・共有情報の利用・共有



② 自社の強みを活かしたサービス提供

強みであるサービス強みであるサービス

強みであるサービス 強みであるサービス

株式会社NTTレゾナント『ビジネスgoo』の事例



医薬品・医療 Ａ社： 情報サービス Ｃ社

使える情報：

専門家の知識

専門分野のノウハウ

使える情報：

マーケッティング情報

接客ノウハウ

外食・小売 Ｂ社：

使える情報：

ソフトウェア

開発ノウハウ



企業のオフィスワークを支援する
『ビジネスgoo』
ポータルサイト「goo」のサービスとグループウェアを連携したサービスを提供！

事例：株式会社NTTレゾナント様

プラットフォーム

Bizcaをプラットフォームに、「goo」ならではの様々な機能を一体的に提供しながら、ワンストップでビジネス向けサー
ビスを提供。利用者が導入しやすいサービスを実現いたしました。

グループウェア基本機能

スケジュール、掲示板、
アドレス帳、携帯 他多数

「goo」のサービス

gooウェブ検索、教えて!goo、
goo路線、goo地図、
goo天気、gooニュース 他多数

お客様
様々なアプリケーションを、ワンス
トップで一元的に提供。

グループウェアのIDで各種サービ
スをシームレスに利用可能。

シングルサインオン

ワンストップ

・利用価値の高いサービスで、顧客満足度を向上。

「goo」ならではの機能

ファイル共有

議事録

顧客管理 他
シングルサインオン

ワンストップ

シングルサインオン

ワンストップ

「gooウェブ検索」「goo路線」など、
ビジネスライフに欠かせない
「goo」の機能を利用可能。

「goo」サービスとの連携「goo」のサービスとの連携

グループウェア機能に限らず、
ファイル共有サービス、議事録、
顧客管理など様々な「goo」ならで
はのアプリケーションを提供する。

豊富なアプリケーション豊富なアプリケーション豊富なアプリケーション

シングルサインオン

ワンストップ

（ビジネスgoo）

従来、バラバラに提供していたサービスを統合する事で、利用者の利便性や効率性を向上いたしました。

◆サービスの特徴

・「goo」のサービスとの連携
・豊富なアプリケーション
・ワンストップでの提供
・一体的統合的なサービス提供



『Bizca』カスタマイズの概要
Bizcaをプラットフォームとしてカスタマイズし、高度な連携を実現。

異なるアーキテクチャのアプリケーション同士での相互利用性や親和性を確保しながら、統一されたサービ
スを実現。ユーザにとって導入しやすく使いやすいシステムを実現しました。

Internet

データセンタ

「goo」の
サービス

契約情報等
サービス基盤

ビジネスgoo
プラットフォーム

「ファイル共有」など
付加価値機能

企業 企業 企業

マッシュアップ SaaS間連携

基本情報連携

バックグランドでの高度な連携。これにより利便性の高い一体化したサービスを実現しています。

◆連携方法の特徴

ビジネスgoo

契約情報など利用に係わる情
報の連携。

アプリケーション間の連携。主
に企業の組織階層の情報や
ユーザ属性情報など設定情報
の連携。

「goo」のサービスとの連携。
マッシュアップ

SaaS間連携

基本情報連携



アスタリクスが考える
攻めの一手としての『Ｂｉｚｃａ』の活用



ゼンリンデータコム
e-mapAPI

ＨｏｔＰｅｐｐｅｒ
じゃらん

サービス群

Ｂｉｚｃａが様々なサービスをつなげ

それらのサービス群が、「企業」や「企業の顧客」を結ぶ

企業 企業の顧客やパートナ

攻めの情報共有が、企業の競争力を高めていきます

攻めの情報共有を行いたいパートナ様を募集しております。



新しいサービスと、取り組みのご紹介

ご案内

・モバイル版『Bizca』の新バージョン販売
・オンラインオフィス製品の新しい活用と、その取り組み

・ＢＩツール「データスタジオ＠Web」との連携の取り組み



① モバイル版『Bizca』の新バージョン販売開始



モバイル版『Bizca』
iアプリ版の大幅機能アップと、新たにＨＴＭＬ版機能を提供

iアプリ版 ＨＴＭＬ版

■スケジューラ

■お知らせ

■アドレス帳

■スケジューラ

■お知らせ

■アドレス帳

■回覧・伝言

■ウェブメール

■掲示板

■ワークフロー

特徴：
◇携帯とサーバでデータを同期
◇電波が届かない時もスケジュール
の確認ができる

特徴：
◇３キャリア対応
◇豊富なラインナップ。



販売予定：

iアプリ版
２００９年１２月２４日

ＨＴＭＬ版
２０１０年初頭



②オンラインオフィス製品の
新しい活用と、その取り組み

～Think Free Server IntegratorとBizcaの連携～



Think Freeとの連携 1/5
オンラインオフィスとは？

従来のオフィス製品
（インストール型）

一台一台のＰＣ端末にインストール
して使う

オンラインオフィス製品
（サーバ型）

サーバにブラウザでアクセスして使う
インストールは不要



Think Freeとの連携 2/5
従来型オフィス製品が抱える問題と、その解

インストール型オフィス製品の抱える問題 オンライン型オフィス製品の解

◇ライセンス費用が高い

◇ソフトの配布運用が負担になる

◇ライセンス管理が煩雑

◇ローカルＰＣにファイルが残る

◇ファイルが社内に分散している

◇ライセンス費用が比較的安い

◇ソフトの配布運用が楽

◇ライセンス管理が楽

◇ローカルＰＣの保存を禁止する

◇サーバに一元的に文書を保存



Think Freeとの連携 3/5
実現イメージ

中継

Think Free Server

ファイル保存

ワークフロー

掲示板
ウェブメール

保存

Bizca

サーバ

ＰＣ端末にインストールせずに、オフィス製品が使える

ローカルＰＣへの保存を禁止でき、情報漏えい抑止が可能

（特長）

O
nline

クライアント（ブラウザ）

ローカルＤｉｓｋ

オフィス文書の閲覧・編集

Think Free Office

表計算

ワープロ

プレゼン



Think Freeとの連携 4/5
ワークフローでの活用例

社内での問題

・社内の膨大な（オフィス文書で作成されている）申請書類

・オンライン化がされていない申請も多い

解決方法

・既存のワープロ文書をオンライン化し

・ワークフローの一部に組み込む

メリット

・既存の文書（=資産）を活かせ
・迅速にワークフローのオンライン化を進める事ができる



Think Freeとの連携 5/5
ワークフローでの活用イメージ

・社内にある膨大なオフィス文書
・それを取り込み、ワークフロー化

（Bizca電子ワークフロー）

『Think Free Server Integrator』との連携サービスは、２０１０年第１・２四半期頃にサービス開始予定

課長
承認

部長
承認

社長
承認

既存のオフィス文書を、
そのままワークフロー
にのせられる！



③ BIツールの活用
～データスタジオ＠Webとの連携の取り組み～



BIツール「データスタジオ@WEB」との連携
ウェブで実現するカンタン・リーズナブルなＢＩ

経理データ

販売データ

在庫データ

Bizca 社内データ

ＳａａＳ 社内（オンプレミス）

ＳＳＯ連携

ＳａａＳとオンプレミス（社内システム）間のシングルサインオン

グループウェアと統合的に、おてがるにＢＩを使う事

（取り組み）



戦略的情報活用・分析ツール

株式会社ＤＴＳ

コンサルティング営業部

小野寺孝晃



のＢＩソリューション

蓄積されたデータが活用できていない！
欲しいときに、欲しい情報が手に入らない！
安全に、データを活用させたい！
分析専用製品は難しくて使えない！
高級なＢＩ製品はお金がかかる！
簡単に、早く、安く、情報活用ができる仕組みを構築したい！

蓄積されたデータが活用できていない！
欲しいときに、欲しい情報が手に入らない！
安全に、データを活用させたい！
分析専用製品は難しくて使えない！
高級なＢＩ製品はお金がかかる！
簡単に、早く、安く、情報活用ができる仕組みを構築したい！

ＢＩ導入検討の多くの企業様が、多くの課題を抱えています・・・ＢＩ導入検討の多くの企業様が、多くの課題を抱えています・・・

解決しましょう！



の製品概要

【【圧倒的な圧倒的な使いやすさ使いやすさ】】
ＰＣにはＷＷＷブラウザだけＯＫＰＣにはＷＷＷブラウザだけＯＫ
誰もが使い易い簡単な操作性誰もが使い易い簡単な操作性
欲しい情報を自分で選べる欲しい情報を自分で選べる
多様な出力形態多様な出力形態
（ＥＸＣＥＬ、ＣＳＶ、グラフ、ＰＤＦ）（ＥＸＣＥＬ、ＣＳＶ、グラフ、ＰＤＦ）

【【製品特徴製品特徴】】
１００％１００％サーバサイドのサーバサイドのＷｅｂＷｅｂアプリケーションアプリケーション
マルチプラットフォームマルチプラットフォーム、、マルチベンダーマルチベンダーＲＤＢＭＳＲＤＢＭＳ対応対応
他のアプリケーションとの連携が可能他のアプリケーションとの連携が可能
データ参照権限をデータ参照権限を一元管理、セキュリティ確保一元管理、セキュリティ確保
短期間導入、圧倒的なコストパフォーマンスを実現短期間導入、圧倒的なコストパフォーマンスを実現



多彩なアプリケーション連携機能

ＵＲＬ指定のｈｔｔｐリクエストでの連携

他のＷｅｂシステムとの連動や組込が可能

開発・保守の効率ＵＰ ＝ コスト削減効果

定型検索の変更・項目追加もデータスタジオ＠ＷＥＢの条件定義で対応可能

ポータルシステムへの組込
他のアプリケーションとの連携
定型検索機能の組込

メールのリンクにより、クイックアクセス



ＳａａＳ事業者様） 出版社向け書籍売上分析システム

紙での情報提供につき、コスト面や
情報の精度・鮮度に課題あり。

情報提供情報提供 出版社
(60社以上）

書店
（数万店以上）

課
題

ＷＥＢサーバとの連携でＡＰサーバにデータスタジオを利用ＷＥＢサーバとの連携でＡＰサーバにデータスタジオを利用
（（ポータルサイトのバックグラウンドツールとして稼動ポータルサイトのバックグラウンドツールとして稼動））

ホストホスト

＠データセンター

データ提供会社
（SaaS事業者様）

ＣＳＶＣＳＶ
日次売上情報

月次売上情報

ＤＷＨＤＷＨ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
網

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
網

月額使用料月額使用料

日次書籍別売上
月次書籍別売上
日次書店別売上
月次書店別売上
前年対比売上
ｅｔｃ

○ 100％サーバーサイドのＷＥＢＷＥＢアプリケーションアプリケーション
○ データスタジオ 定型利用Ｉ／Ｆ機能定型利用Ｉ／Ｆ機能
○ データスタジオ 多様な出力形態多様な出力形態
○ 圧倒的なコストパフォーマンスコストパフォーマンス

解
決
策

大幅なコスト削減！
リアルタイムに
情報を提供！



【当展示会デモ環境】Bizca＋データスタジオ@WEB連携

ＤＴＳ内ＤＴＳ内
データスタジオ体験版サイトデータスタジオ体験版サイト

インターネット網インターネット網

URL指定の呼び出し
（http://～）

ポータル画面 メニュー画面

ＳａａＳ提供ＳａａＳ提供 ＢｉｚｃａＢｉｚｃａ



（最後に）
アンケートと展示場のご案内



アンケートをご提出された方にノベルティをお渡しいたします。
また、アンケートをご提出された方の中から素敵なプレゼント
を抽選で差し上げます。

アンケートのご案内

６色マーカーペン
もれなくお渡しいたします。

ｉＰｏｄshuffle
抽選で５名様にプレゼント

ｉＰｏｄtouch
抽選で１名様にプレゼント

※抽選発表は発送をもってかえさせて頂きます。



展示ブースのご案内

ブースで質問をお受けしております。ご来場をお待ちしております。



ご清聴ありがとうございました


