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電子メールアーカイブ＆サーチソリューション｢MailBase｣ Lotus Notes 対応版を発表
〜 ノーツ・ユーザのメールを企業で一元化、メールにおけるリスクを管理 〜

ポータルサイト・インフラソフトウェアの専門ベンダーであるサイバーソリューションズ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取
締役社長：秋田健太郎）は、メールサーバに送受信されるすべてのデータを漏れなく複製・保存し、必要なときに超高速で検索で
きるシステム｢MailBase｣（メールベース）の Lotus Notes 対応版を 8 月 24 日に発売開始致します。

4 月 1 日の個人情報保護法の施行により、企業におけるセキュリティ対策はますます重要になっております。「MailBase」は、企
業内外で送受信されるすべての e-メールデータをアーカイブ（保存）し、情報漏洩が発生した場合には保存してあるメールデータ
を瞬時に検索することで、迅速に原因を追求し事後対策を立てるのに有効なソリューションを提供します。
また平常時には、蓄積された過去のメールの高速検索システムとして利用できますので、企業の資産であるメールデータを有
効活用し企業の生産性向上につなげることができます。

今回発表します Lotus Notes 対応版は、その対象となるメール・サーバとして Lotus Notes をサポートするものです。ノーツメ
ール・サーバ側で送受信されるデータを MailBase 側にレプリケーションすることで、すべてのノーツ・メール・データを漏れなく保
存することが可能となります。
これにより、ノーツ・ユーザのメールを企業で一元管理することができますので、よりセキュアなメールシステムの構築、およびシ
ステム管理の効率化が行えます。
なお、今回の発表に伴い、MailBase Notes 対応版の早期導入キャンペーンとして Notes 対応モジュール無償キャンペーンを
実施します。このキャンペーンは、2005 年 12 月末日までに、納入いただいたお客様が対象となります。

また今回の発表に際し、エンドースメントをいただいております。

株式会社インテック

IT プロダクトソリューション部

部長

松本

俊男様

「今回の MailBase Notes 対応版のリリースを歓迎します。社外との連絡手段のメールシステムにはいま、情報セキ
ュリティ対策が強く求められています。そんな中で、サイバーソリューションズ社の電子メールアーカイブシステム
MailBase

が Notes メールをサポートできるようになったことはたいへん意義深いことです。より信頼性の高いト

ータルメールソリューションとして、多くのお客様に提案してまいりたいと思います。」

日本電気株式会社

クライアント・サーバ販売推進本部

グループマネージャー

岩山

光雄様

「今回の「MailBase Notes 対応版」のリリースを心より歓迎します。弊社は、PC サーバやクラスタリングソフト等
を含めた連携ソリューションをサイバーソリューションズ社と積極的に展開しており、数多くの実績を重ねております。
電子メールアーカイブシステムである MailBase が Notes メールをサポートすることで、より多くのお客様のコンプラ
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イアンス対応を強化するとともに、弊社の Express5800 シリーズや iStorage 製品等とのコラボレーションにより、
よりセキュアなシステム環境の構築が可能になると確信しています。」

リコー販売株式会社 理事 ソリューションサポート本部 ソリューション・サポート事業部 事業部長 手打 公平様
私たちは、「リコーはこれまでも、これからも Notes ユーザーです」のスタンスで、社内活用事例を基にお客様の Notes
の使い勝手を良くするためのご支援をしています。最近は、情報漏洩防止のため「全てのメールを管理したい」とのお
客様が増えてきましたが、これまで Notes メールに関しては、適切なアプリケーションがありませんでした。
この度、サイバーソリューションズ社から発売になる「MailBase」Lotus Notes 対応版は、メールの大量蓄積と超高速
検索システムに秀でた特徴を持っており、我社ではお客様の要望を満たせるソリューションとして販売して行きたいと
思っています。

【 製品名 】

MailBase（メールベース） Lotus Notes 対応版

【 出荷時期 】

2005 年 8 月 24 日

【 発売価格 】

MailBase 1,500,000 円〜
Notes 対応モジュール 300,000 円（2005 年 12 月末日まで無償キャンペーン）

【 対応ノーツバージョン 】 R6.02〜
【 稼動環境 】 Notes 対応モジュール
Domino の稼働環境に準ずる（ただし、Windows 版のみ）
※

「MailBase」

Windows 版以外については応相談

OS： Linux (RedHat ES・AS 2.1 以上)
CPU： インテル Pentium III 1.4GHz 以上（Pentium IV 2.0GHz 以上を推奨）
メモリ： 512MB（1GB 以上を推奨）
ブラウザ 管理者（ブラウザ）

：Microsoft Internet Explorer5.0 以上

ユーザ（検索ブラウザ）：Microsoft Internet Explorer5.0 以上
※ 最新動作環境は、弊社ホームページにてご確認ください。

（参考）
【サイバーソリューションズについて】
サイバーソリューションズ株式会社は、2000 年の設立以来、21 世紀に向けた新たなキーワードとして、｢企業の知識のポータ
ル｣ということを意味した

ナレッジポータル という言葉を掲げ、企業ポータルとナレッジマネジメントを融合させたソリューション

｢CyberPortal｣シリーズで市場を開拓してきました。
2000 年には、最初の製品として、インターネットサイトの情報ならびに企業内のあらゆる情報を超高速で検索するソフトウェア
｢CyberFinder｣の発売を開始、現在までに大手企業を中心として国内で約 400 社の導入実績があります。
続いて 2002 年には、統合型メールサーバシステム｢CyberMail｣を発売、｢CyberFinder｣同様、低価格、軽快な動作、高速性、
多機能を特徴とし、また国内の他メーカに先駆けいち早く Web メールに対応したこともあり、現在では国内で約 500 サイトの導入
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実績を誇ります。

（参考）サイバーソリューションズ株式会社 会社概要
●会社名

： サイバーソリューションズ株式会社

●設立日

： 2000 年 1 月

●資本金

： 234,275,000 円（資本準備金含む）

●代表者

： 秋田 健太郎 （アキタ ケンタロウ）

●事業内容

： ・ポータルサイト・ソフトウェアの企画／開発／販売
−イントラネット・ナレッジ・ポータル 「 Cyber Finder 」
−Web Mail サーバシステム 「 CyberMail 」
−電子メールアーカイブ＆サーチシステム 「 MailBase 」
−ロボット型検索エンジン 「 Openfind 」
−情報監視＆配信システム 「 C.I.A （Cyber Info Agent） 」
−ターゲットサイトレポーティングシステム 「 CyberSpider 」
−メールマーケットシステム 「 @tract! 」
・ポータルサイト向けポータルエンジン ASP サービス
・WEB ソリューションのコンサルティング及び開発

● ホームページ： http://www.cybersolutions.co.jp/

● 取材お問い合せ先／読者お問い合わせ先
サイバーソリューションズ株式会社
戦略マーケティングチーム
土本 功
〒104-0033 東京都中央区新川 2-20-7 TOKOH BLDG
Tel. 03-5542-2710 Fax. 03-5542-2711
E-mail: mrk@cybersolutions.co.jp
以 上

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です
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